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AWS Config とは?
AWS Config は、AWS アカウントにある AWS リソースに関する設定の詳細ビューを提供します。これに
は、リソース間の関係と設定の履歴が含まれるため、時間の経過と共に設定と関係がどのように変わるか
を確認できます。

AWS リソースは、ユーザーが AWS で操作できるエンティティで、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 
インスタンス、Amazon Elastic Block Store (EBS) ボリューム、セキュリティグループ、Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC) などがあります。AWS Config でサポートされている AWS リソースの詳細なリスト
については、「サポートされているリソースタイプ (p. 11)」を参照してください。

機能
AWS Config を設定すると、以下の操作を実施できます。

リソース管理

• AWS Config で記録するリソースタイプを指定する。

• 設定スナップショット (リクエストした場合) と設定履歴を受け取るように Amazon S3 バケットを設定
する。

• 設定のストリーミング通知を送信するように Amazon SNS を設定する。
• Amazon S3 バケットと Amazon SNS トピックへのアクセス許可を AWS Config に付与する。

詳細については、「AWS リソースの設定および履歴の表示」および「AWS リソースの設定および履歴
の管理」を参照してください。

ルールおよびコンフォーマンスパック

• 記録済みのリソースタイプのコンプライアンス情報を評価するために AWS Config で使用するルールを
指定する。

• コンフォーマンスパック、AWS Config アカウントで単一のエンティティとしてデプロイおよびモニタ
リングできる AWS ルールと修復アクションの集合。

詳細については、「AWS Config ルールを使用したリソースの評価」をおよび「コンフォーマンスパッ
ク」参照してください。

アグリゲーター

• アグリゲーターを使用すると、リソースのインベントリとコンプライアンスを一元的に把握できます。
アグリゲーターは、複数のAWS アカウントと AWS リージョンから AWS Config設定データとコンプラ
イアンスデータを収集する AWS Config のリソースタイプです。

詳細については、[マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約] を参照してください。

高度なクエリ

• サンプルクエリのいずれかを使用するか、AWS リソースの構成スキーマを参照して独自のクエリを作成
します。

詳細については、[AWS リソースの現在の設定状態のクエリ] を参照してください。
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AWS Config を使用する方法
通常、AWS でアプリケーションの実行時に使用する AWS リソースは一括して作成し管理する必要があ
ります。アプリケーションの需要が増えるに従って、AWS リソースを追跡する作業も増大します。AWS 
Config は、以下の目的でアプリケーションのリソースを監視します。

リソースの管理
リソースの設定に対するガバナンスを強化し、リソースの誤設定を検出するには、どのようなリソースが
あり、どのように設定されているかを常に正確に把握しておく必要があります。AWS Config では、各リ
ソースに対する呼び出しをポーリングして、リソースが作成、変更、削除されるたびに通知が送信される
ため、これらの変更をモニタリングする必要がありません。

AWS Config のルールを使用して、AWS リソースの設定を評価できます。AWS Config でルールの条件
に違反しているリソースが検出されると、AWS Config によってそのリソースに非準拠のフラグが付けら
れ、通知が送信されます。また、AWS Config はリソースの作成、変更、または削除を継続的に評価しま
す。

監査とコンプライアンス
使用しているデータが自社のポリシーやベストプラクティスに準拠していることを確認するために頻繁な
監査を必要とする場合があります。コンプライアンスを確認するには、リソースの設定履歴にアクセスす
る必要があります。この情報は AWS Config から提供されます。

設定変更の管理とトラブルシューティング
複数の相互に依存する AWS リソースを使用している場合、1 つのリソースの設定変更が他の関連リソー
スに予期しない影響を及ぼすことがあります。AWS Config では、リソースを変更する前に他のリソース
との関連性を確認し、変更の影響を判断できます。

また、AWS Config が提供するリソースの設定履歴を使用して、問題のトラブルシューティングを行な
い、問題が発生したリソースの最後の正常であると判明している設定にアクセスできます。

セキュリティ分析
セキュリティの潜在的な脆弱性を分析するには、ユーザーに付与されている AWS Identity and Access 
Management (IAM) アクセス許可や、リソースへのアクセスを制御する Amazon EC2 セキュリティグルー
プのルールなど、AWS リソースの設定に関する詳細な履歴情報が必要です。

AWS Config が記録していた期間内であれば、AWS Config を使用して、ユーザー、グループ、またはロー
ルに割り当てられた IAM ポリシーを確認できます。この情報に基づいて、特定の時間にユーザーに属して
いたアクセス許可を確認できます。例えば、ユーザー John Doe が 2015 年 1 月 1 日に Amazon VPC 設
定を変更するアクセス許可を持っていたかどうかを表示できます。

AWS Config では、特定の時間に開いていたポートのルールなど、EC2 セキュリティグループの設定を確
認することもできます。この情報により、特定のポートに着信する TCP トラフィックをセキュリティグ
ループがブロックしていたかどうかを判断できます。

概念
AWS Config では、設定内容、相互の関連、時間の経過とともに設定と関係がどのように変化するかな
ど、AWS アカウントに関連付けられたリソースの詳細が提供されます。AWS Config の概念を詳しく見て
いきます。
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目次
• AWS Config (p. 3)

• AWS リソース (p. 3)
• 設定履歴 (p. 3)
• 設定項目 (p. 4)
• 構成レコーダー (p. 4)
• 設定スナップショット (p. 4)
• 設定ストリーム (p. 4)
• リソース関係 (p. 4)

• AWS Config ルール (p. 5)
• AWS Config マネージドルール (p. 5)
• AWS Config カスタムルール (p. 5)
• トリガータイプ (p. 5)
• 評価モード (p. 6)

• コンフォーマンスパック (p. 6)
• マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約 (p. 7)

• ソースアカウント (p. 7)
• 送信元リージョン (p. 7)
• アグリゲータ (p. 7)
• アグリゲータアカウント (p. 7)
• 認証 (p. 7)

• AWS Config の管理 (p. 7)
• AWS Config コンソール (p. 7)
• AWS Config CLI (p. 8)
• AWS Config API (p. 8)
• AWS SDK (p. 8)

• AWS Config へのアクセスの制御 (p. 8)
• パートナーソリューション (p. 9)

AWS Config
AWS Config の基本コンポーネントを理解すると、リソースのインベントリと変更を追跡し、AWS リソー
スの設定を評価するのに役立ちます。

AWS リソース
AWS リソース は、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (CLI)、AWS SDK、ま
たは AWS パートナーツールを使用して作成および管理するエンティティです。AWS リソースの例とし
て、Amazon EC2 インスタンス、セキュリティグループ、Amazon VPC、Amazon Elastic Block Store な
どが挙げられます。AWS Config は、リソース ID や Amazon リソースネーム (ARN) などの一意の識別子
を使用して各リソースを参照します。詳細については、「サポートされているリソースタイプ (p. 11)」
を参照してください。

設定履歴
設定履歴は、特定期間の特定リソースに関する設定項目のコレクションです。設定履歴から、リソースの
最初の作成日、先月の設定内容、昨日午前 9 時に行われた設定変更などを確認できます。設定履歴は複
数の形式で利用できます。AWS Config は、記録しているリソースタイプ別の設定履歴ファイルを、ユー
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ザーが指定した Amazon S3 バケットに自動的に配信します。AWS Config コンソールで特定のリソースを
選択し、そのリソースの以前の各設定項目にタイムラインを使用して移動できます。また、リソースの設
定項目の履歴には API からアクセスすることもできます。

詳細については、「AWS リソースの設定および履歴の表示」および「AWS リソースの設定および履歴の
管理」を参照してください。

設定項目
設定項目は、アカウント内のサポートされている AWS リソースのさまざまな属性を特定の時点で反映し
たビューです。設定項目のコンポーネントには、メタデータ、属性、関係、現在の設定、関連イベントな
どが含まれます。AWS Config は、記録対象のリソースタイプで変更を検出するたびに、設定項目を作成
します。例えば、AWS Config が Amazon S3 バケットを記録している場合、AWS Config はバケットの作
成、更新、削除が行われるたびに設定項目を作成します。

詳細については、「Components of a Configuration Item (p. 185)」を参照してください。

構成レコーダー
構成レコーダーは、サポートされるリソースの構成を設定項目としてアカウントに保存します。記録を開
始する前に、設定レコーダーを作成して起動する必要があります。設定レコーダーはいつでも停止して再
起動できます。詳細については、「設定レコーダーの管理 (p. 251)」を参照してください。

デフォルトでは、設定レコーダーは AWS Config が実行されているリージョンのすべてのサポートされて
いるリソースを記録します。設定レコーダーをカスタマイズして、指定したリソースタイプのみを記録す
ることもできます。詳細については、「AWS Config で記録するリソースの選択 (p. 243)」を参照してく
ださい。

AWS Management Console または CLI を使用してサービスを有効にすると、設定レコーダーは AWS 
Config で自動的に作成されて起動されます。

設定スナップショット
設定スナップショットは、アカウント内のサポートされているリソースに関する設定項目のコレクショ
ンです。設定スナップショットは、記録対象のリソースとその設定の全体像を示します。設定スナップ
ショットは設定を検証するのに役立ちます。例えば、設定スナップショットを定期的に調べて、設定が間
違っているリソースや不要と思われるリソースを見つけることができます。設定スナップショットは複数
の形式で利用できます。設定スナップショットは、ユーザーが指定した Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットに配信できます。また、AWS Config コンソールで特定の時点を選択し、リソース
間の関係を使用して設定項目のスナップショット内を移動できます。

設定ストリーム
設定ストリームは、AWS Config で記録しているリソースに関するすべての設定項目の自動更新リストで
す。リソースが作成、変更、または削除されるたびに、AWS Config は設定項目を作成して設定ストリー
ムに追加します。設定のストリーミングでは、ユーザーが選択した Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) トピックを使用します。設定ストリームを使用すると、設定変更をリアルタイムに把握
し、潜在的な問題を見つけたり、特定のリソースが変更された場合に通知を生成したり、AWS リソースの
設定を反映する必要がある外部システムを更新したりできます。

リソース関係
AWS Config はアカウント内の AWS リソースを検出し、AWS リソース間の関係のマップを作成します。
例えば関係には、セキュリティグループ sg-ef678hk に関連付けられている Amazon EC2 インスタンス
i-a1b2c3d4 に接続された Amazon EBS ボリューム vol-123ab45d が含まれる場合があります。

詳細については、「サポートされているリソースタイプ (p. 11)」を参照してください。
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AWS Config ルール
AWS Config ルールは、特定の AWS リソースまたは AWS アカウント全体の望ましい設定を表します。
リソースがルールチェックに合格しないと、AWS Config はリソースとルールに非準拠のフラグを付
け、AWS Config が Amazon SNS を通じてユーザーに通知します。AWS Config ルールについて考えられ
る評価結果は次のとおりです。

• COMPLIANT - ルールはコンプライアンスチェックの条件を満たしています。
• NON_COMPLIANT - ルールがコンプライアンスチェックの条件を満たしていません。
• ERROR - 必須/オプションのパラメータのいずれかが有効でないか、タイプが正しくないか、形式が正し

くありません。
• NOT_APPLICABLE - ルールのロジックを適用できないリソースを除外するために使用されます。例

えば、alb-desync-mode-check ルールは Application Load Balancer のみをチェックし、Network Load 
Balancer と Gateway Load Balancer は無視します。

ルールには、AWS Config マネージドルールと AWS Config カスタムルールという 2 つのタイプがありま
す。ルール定義およびルールメタデータの構造の詳細については、「AWS Config ルールのコンポーネン
ト」を参照してください。

AWS Config マネージドルール
AWS Config マネージドルールは、AWS Config によって作成される、事前定義されたカスタマイズ可能な
ルールです。マネージドルールのリストについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」を参照
してください。

AWS Config カスタムルール
AWS Config カスタムルールは、最初から作成するルールです。AWS Config カスタムルールを作成するに
は、Lambda 関数 (AWS Lambda デベロッパーガイド) を使用する方法と、ポリシーをコード化する言語
である Guard (Guard GitHub リポジトリ) を使用する方法の 2 つがあります。AWS Lambda で作成された 
AWS Config カスタムルールは AWS Config カスタム Lambda ルールと呼ばれ、Guard で作成された AWS 
Config カスタムルールは AWS Config カスタムポリシールールと呼ばれます。

AWS Config カスタムポリシールールの作成方法を示すチュートリアルについては、「AWS Config カスタ
ムポリシールールの作成」を参照してください。AWS Config カスタム Lambda ルールの作成方法を示す
チュートリアルについては、「AWS Config カスタム Lambda ルールの作成」を参照してください。

トリガータイプ
アカウントにルールを追加すると、AWS Config はリソースをルールの条件と比較します。この初期評価
後は、評価がトリガーされるたびに AWS Config で評価が実行されます。評価のトリガーは、ルールの一
部として定義されます。以下のタイプを含めることができます。

設定変更

AWS Config は、ルールのスコープと一致するリソースがあり、そのリソースの設定に変更があった
ときに、ルールに対して評価を実行します。AWS Config設定項目の変更通知を送信後に、評価が実行
されます。

どのリソースで評価を開始するかは、ルールのスコープで定義します。スコープには以下を含めるこ
とができます。
• 1 つ以上のリソースタイプ
• リソースタイプとリソース ID の組み合わせ
• タグキーとタグ値の組み合わせ
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コンフォーマンスパック

• 記録対象リソースの作成、更新、または削除時

AWS Config は、ルールのスコープに該当するリソースで変更を検出すると、評価を実行します。ス
コープを使用して評価を開始するリソースを定義できます。

定期的

AWS Config では、指定した間隔 (24 時間ごとなど) で、ルールの評価を実行します。
ハイブリッド

一部のルールでは、設定変更と定期的なトリガーの両方があります。これらのルールでは、AWS 
Config によって、設定変更の検出時と、ユーザー指定の間隔でリソースを評価できます。

評価モード
AWS Config ルールには、2 種類の評価モードがあります。

プロアクティブ

プロアクティブ評価は、デプロイ前のリソースを評価するために使用します。これにより、AWS リ
ソースを定義するために使用した一連のリソースプロパティが、リージョンのアカウントにあるプロ
アクティブなルールセットに照らして、COMPLIANT または NON_COMPLIANT であるかを評価でき
ます。

詳細については、「評価モード」を参照してください。プロアクティブ評価をサポートするマネージ
ドルールのリストについては、「評価モード別の AWS Config マネージドルールのリスト」を参照し
てください。

Note

プロアクティブルールは、NON_COMPLIANT のフラグが付けられたリソースを修正した
り、これらのリソースのデプロイを妨げたりしません。

検出

検出評価は、デプロイ済みのリソースを評価するために使用します。これにより、既存のリソース構
成の設定を評価できます。

コンフォーマンスパック
コンフォーマンスパックとは、AWS Config ルールと修復アクションの集まりであり、アカウントやリー
ジョン、または AWS Organizations の組織全体に 1 つのエンティティとして簡単にデプロイできます。

コンフォーマンスパックは、AWS Config マネージドルールまたはカスタムルールおよび修復アクション
のリストを含む YAML テンプレートを作成することで作成します。テンプレートは、AWS Config コン
ソールまたは AWS CLI を使用してデプロイできます。

AWS 環境をすぐに開始して評価するには、サンプルのコンフォーマンスパックテンプレートの 1 つを使
用します。カスタムコンフォーマンスパックに基づいてコンフォーマンスパックの YAML ファイルをゼロ
から作成することもできます。カスタムコンフォーマンスパックは、AWS Config ルールと修復アクショ
ンの集合で、アカウントや AWS リージョン、または AWS Organizations の組織全体でまとめてデプロイ
できます。

プロセスチェックは、コンフォーマンスパックの一部として検証が必要な外部タスクと内部タスクを追跡
できるようにする ルールの一種です。これらのチェックは、既存のコンフォーマンスパックまたは新しい
コンフォーマンスパックに追加できます。AWS Config 期間と手動チェックを含むすべてのコンフォーマ
ンスを一箇所で追跡することができます。

6

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config-rules.html#aws-config-rules-evaluation-modes
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-evaluation-mode.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformancepack-sample-templates.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/custom-conformance-pack.html


AWS Config デベロッパーガイド
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マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約
AWS Config のマルチアカウント、マルチリージョンのデータ集約を使用すると、複数のアカウントと
リージョンの AWS Config 設定データやコンプライアンスデータを 1 つのアカウントに集約できます。マ
ルチアカウントマルチリージョンのデータ集約は、中央の IT 管理者がエンタープライズの複数の AWS ア
カウントのコンプライアンスをモニタリングするうえで役立ちます。

ソースアカウント
ソースアカウントは、AWS Config リソース設定およびコンプライアンスデータの集約元となる AWS アカ
ウントです。ソースアカウントは、個別のアカウントまたは AWS Organizations の組織を指定できます。
ソースアカウントは個別に提供するか、AWS Organizations を通じて取得できます。

送信元リージョン
ソースリージョンは、AWS Config 設定データおよびコンプライアンスデータの集約元となる AWS リー
ジョンです。

アグリゲータ
アグリゲータは、複数のソースアカウントとリージョンから AWS Config 設定データとコンプライアンス
データを収集する、AWS Config の新しいリソースタイプです。集約された AWS Config 設定データとコ
ンプライアンスデータを表示させるリージョンでアグリゲータを作成します。

Note

アグリゲータでは、アグリゲータが閲覧を許可されているソースアカウントとリージョンに対し
て、読み取り専用ビューを提供します。アグリゲータでは、ソースアカウントまたはリージョン
への変更アクセスを提供しません。例えば、アグリゲータを使用してルールをデプロイしたり、
アグリゲータを介してソースアカウントまたはリージョンからスナップショットファイルをプル
したりできないということを意味します。

アグリゲータアカウント
アグリゲータアカウントは、アグリゲータを作成するアカウントです。

認証
承認とは、ソースアカウントの所有者として、AWS Config 設定データおよびコンプライアンスデータを
収集するアグリゲータアカウントとリージョンに付与するアクセス許可のことです。AWS Organizations 
の一部であるソースアカウントを集約する場合、承認は必要ありません。

詳細については、「Multi-Account Multi-Region Data Aggregation (p. 8062)」セクションのトピックを参照
してください。

AWS Config の管理
AWS Config コンソール
AWS Config コンソールを使用してサービスを管理できます。コンソールには、次のように多くの AWS 
Config タスクを実行するためのユーザーインターフェイスがあります。

• 記録する AWS リソースのタイプを指定します。
• 記録するリソースを設定します。例を以下に示します。
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AWS Config へのアクセスの制御

• Amazon S3 バケットの選択｡
• Amazon SNS トピックの選択。
• AWS Config ロールの作成。

• 特定の AWS リソースまたは AWS アカウント全体の望ましい設定を表すマネージドルールとカスタム
ルールの作成。

• 複数のアカウントおよびリージョンにわたるデータを集約するための設定アグリゲータの作成および管
理。

• サポートされるリソースの現在の設定のスナップショットの表示。
• AWS リソース間の関係の表示。

AWS Management Console の詳細については、「AWS Management Console」を参照してください。

AWS Config CLI
AWS Command Line Interface は、コマンドラインで AWS Config を操作できる統合ツールです。詳細に
ついては、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドを参照してください。AWS Config CLI コマンド
の全一覧については、「Available Commands」を参照してください。

AWS Config API
コンソールと CLI に加えて、AWS Config RESTful API も使用できます。API を使用すれば、AWS Config 
を直接プログラムすることができます。詳細については、AWS Config API リファレンスを参照してくださ
い。

AWS SDK
AWS Config API を使用する代わりに、いずれかの AWS SDK を使用することもできます。各 SDK は、
各種のプログラミング言語とプラットフォームに対応したライブラリやサンプルコードで構成されていま
す。SDK は、AWS Config へのアクセス権をプログラムによって作成するのに役立ちます。例えば、SDK 
では、暗号を使用してリクエストに署名したり、エラーを管理したり、リクエストを自動的に再試行した
りできます。詳細については、Amazon Web Services のツールページを参照してください。

AWS Config へのアクセスの制御
AWS Identity and Access Management は、Amazon Web Services (AWS) のお客様がユーザーとユーザー
のアクセス許可を管理できるようにするウェブサービスです。

アクセスできるようにするには、ユーザー、グループ、ロールにアクセス権限を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。詳

細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザー (コンソール) へのアクセス権限の追加」を参照して
ください。
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パートナーソリューション

パートナーソリューション
ロギングと分析に関するサードパーティースペシャリストのいる AWS パートナーからは、AWS Config の
出力を使用するソリューションが提供されています。詳細については、AWS Config の AWS Config の詳
細ページにアクセスしてください。

AWS Config の仕組み
AWS Config を有効にすると、最初にアカウント内に存在するサポートされている AWS リソースを検出
し、リソースごとに設定項目 (p. 4)を生成します。

AWS Config は、リソースの設定が変更されたときにも設定項目を生成し、設定レコーダーの起動時点か
らリソースの設定項目の記録を履歴として保持します。デフォルトでは、AWS Config はリージョンでサ
ポートされているリソースごとの設定項目を作成します。すべてのサポートされているリソースの設定項
目を AWS Config で作成しない場合は、追跡するリソースタイプを指定できます。

AWS Config は、アカウントのリソースごとに Describe または List の API コールを呼び出して、リソー
スへのすべての変更を追跡します。このサービスでは、その同じ API コールを使用して、すべての関連リ
ソースの設定詳細をキャプチャします。

例えば、VPC セキュリティグループから egress ルールを削除すると、AWS Config はセキュリティグルー
プで Describe API コールを呼び出します。次に、AWS Config はセキュリティグループに関連付けられて
いるすべてのインスタンスで Describe API コールを呼び出します。セキュリティグループ (リソース) と
各インスタンス (関連リソース) の更新された設定が設定項目として記録され、設定のストリーミングで 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに配信されます。

AWS Config は API で開始されていない設定変更も追跡します。AWS Config はリソースの設定を定期的に
調べ、変更があった設定の設定項目を生成します。

AWS Config ルールを使用している場合、AWS Config は、ルールの最適な設定に照らして AWS リソー
スの設定を継続的に評価します。ルールに従って、AWS Config は設定変更に応じてリソースを評価す
るか、定期的な間隔でリソースを評価します。各ルールは、ルールの評価ロジックが含まれている AWS 
Lambda 関数に関連付けられます。AWS Config は、リソースを評価すると、ルールの AWS Lambda 関
数を呼び出します。この関数は、評価されたリソースのコンプライアンスステータスを返します。リソー
スがルールの条件に違反していると、AWS Config はリソースとルールに非準拠のフラグを付けます。リ
ソースのコンプライアンスステータスが変わると、AWS Config は Amazon SNS トピックに通知を送信し
ます。次の図は、AWS Config の仕組みの概要を示しています。
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設定項目の配信

設定項目の配信
AWS Config は、次のいずれかの配信チャネルを通じて設定項目を配信できます。

Amazon S3 バケット
AWS Config は、AWS リソースの設定変更を追跡し、更新された設定の詳細を、指定した Amazon S3 バ
ケットに定期的に送信します。AWS Config は、記録するリソースタイプごとに、設定履歴ファイルを 6 
時間ごとに送信します。各設定履歴ファイルには、その 6 時間の間に変更があったリソースの詳細が含
まれています。各ファイルに含まれるリソースタイプは 1 つです (Amazon EC2 インスタンスや Amazon 
EBS ボリュームなど)。設定変更が発生しなかった場合、AWS Config はファイルを送信しません。

AWS Config CLI で deliver-config-snapshot コマンドを使用するか、またはAWS API で
DeliverConfigSnapshot アクションを使用すると、AWS Config は 設定スナップショットを Amazon S3 バ
ケットに送信します。設定スナップショットには、AWS アカウントで AWS Config が記録したすべてのリ
ソースの設定詳細が含まれています。設定履歴ファイルと設定スナップショットは JSON 形式です。

Note

AWS Config は、設定履歴ファイルと設定スナップショットを指定された S3 バケットに配信す
るだけで、AWS Config が S3 バケット内のオブジェクトのライフサイクルポリシーを変更するこ
とはありません。ライフサイクルポリシーを使用して、オブジェクトを削除するか、Amazon S3 
Glacier にアーカイブするかを指定できます。詳細については、Amazon Simple Storage Service 
Console ユーザーガイド中のライフサイクル設定の管理を参照してください。ブログ投稿の
Amazon S3 データを S3 Glacier にアーカイブするも参照してください。

Amazon SNS トピック
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックは、E メールアドレスなどのサブスクライブ
しているエンドポイントやクライアントにメッセージ (または通知) を配信するために Amazon SNS で使
用する通信チャネルです。その他の種類の Amazon SNS 通知として、携帯電話のアプリへのプッシュ通知
メッセージ、SMS 対応の携帯電話やスマートフォンへのショートメッセージサービス (SMS) 通知、HTTP 
POST リクエストなどがあります。最適な結果を得るために、SNS トピックの通知エンドポイントとして 
Amazon SQS を使用し、通知内の情報をプログラムで処理します。

AWS Config は、指定された Amazon SNS トピックを使用して通知を送信します。受信する通知の種類
は、次の例に示すように、メッセージ本文の messageType キーの値で示されます。

"messageType": "ConfigurationHistoryDeliveryCompleted"

通知のメッセージタイプは、以下のいずれかです。

ComplianceChangeNotification

AWS Config で評価するリソースのコンプライアンスタイプが変更されました。コンプライアンス
タイプは、リソースが特定の AWS Config ルールに準拠しているかどうかを示し、メッセージの
ComplianceType キーで示されます。メッセージには、比較のために newEvaluationResult オブ
ジェクトと oldEvaluationResult オブジェクトが含まれます。

ConfigRulesEvaluationStarted

AWS Config は、ルールを適用して指定されたリソースの評価を開始しました。
ConfigurationSnapshotDeliveryStarted

AWS Config は、Amazon S3 バケットへの設定スナップショットの配信を開始しました。Amazon S3 
バケットの名前は、メッセージの s3Bucket キーで示されます。

ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted

AWS Config は、Amazon S3 バケットへの設定スナップショットの配信を正常に完了しました。
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サポートされているリソースタイプ

ConfigurationSnapshotDeliveryFailed

AWS Config は、Amazon S3 バケットに設定スナップショットを配信できませんでした。
ConfigurationHistoryDeliveryCompleted

AWS Config は、Amazon S3 バケットに設定履歴を正常に配信しました。
ConfigurationItemChangeNotification

リソースが作成または削除されるか、設定が変更されました。このメッセージには、この変更に伴っ
て AWS Config で作成される設定項目の詳細と、変更の種類が含まれます。これらの通知は、変更後
数分以内に配信され、まとめて設定ストリームと呼ばれます。

OversizedConfigurationItemChangeNotification

このメッセージタイプは、設定項目の変更通知が Amazon SNS の最大許容サイズを超えた時に配信さ
れます。メッセージには設定項目の概要が含まれます。SMS メッセージを除き、Amazon SNS メッ
セージには、XML、JSON、フォーマットされていないテキストなど、最大 256 KB のテキストデータ
を含めることができます。完全な通知の参照先は、指定した Amazon S3 バケット内にあります。

OversizedConfigurationItemChangeDeliveryFailed

AWS Config は、サイズが大きすぎる設定項目の変更通知を Amazon S3 バケットに配信できませんで
した。

通知の例については、「AWS Config から Amazon SNS トピックに送信される通知 (p. 282)」を参照し
てください。

Amazon SNS の詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド を参照してく
ださい。

サポートされているリソースタイプ
AWS Config では、以下の AWS リソースタイプおよびリソース関係をサポートしています。

• 一部のリージョンでは、リソースタイプのサブセットがサポートされています。どのリソースタイプが
どのリージョンでサポートされているかについては、「利用可能なリージョン別リソースカバレッジ」
を参照してください。

• AWS Config の高度なクエリでは、これらのリソースタイプのサブセットがサポートされています。
サポートされているリソースタイプのリストについては、「Supported Resource Types for Advanced 
Queries」を参照してください。

• の高度な評価では、AWS Configこれらのリソースタイプのサブセットがサポートされています。サ
ポートされているリソースタイプのリストについては、「Supported Resource Types for Advanced 
Queries」を参照してください。

• 定期的なルールは、AWS Config の記録がサポートしないリソースで実行でき、設定レコーダーを有効
にしなくても実行可能です。定期的なルールは設定項目に依存しません。変更によってトリガーされ
るルールと定期的なルールの違いに関する詳細については、「AWS Config ルールの評価モードとトリ
ガータープ」を参照してください。

Note

AWS Config が新しいリソースタイプをオンボードすると、アカウントのベースライン化のプロ
セス中に、新しいリソースタイプのデフォルトリソースが検出されます。サポートされているす
べてのリソースタイプを記録するように設定レコーダーを設定している場合、新しいリソースタ
イプのオンボーディングプロセス中に、デフォルトリソースの通知を受け取ることがあります。
公開ドキュメントは、オンボーディングプロセスが完了すると更新されます。
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Amazon AppStream 2.0

Amazon AppStream 2.0

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon AppStream 2.0 AWS::AppStream::DirectoryConfigNA NA

Amazon API Gateway

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

is contained in ApiGateway Rest ApiAWS::ApiGateway::Stage

is associated with WAFRegional WebACL

API Gateway

AWS::ApiGateway::RestApicontains ApiGateway Stage

AWS::ApiGatewayV2::Stageis contained in ApiGatewayV2 ApiAPI Gateway V2

AWS::ApiGatewayV2::Apicontains ApiGatewayV2 Stage

AWS Config と Amazon API Gateway の統合方法の詳細については、AWS Config による API Gateway 
API 設定のモニタリングを参照してください。

Amazon Athena

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Athena::WorkGroupNA NAAmazon Athena

AWS::Athena::DataCatalogNA NA

Amazon CloudFront

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS WAF WebACL

ACM 証明書

S3 バケット

AWS::CloudFront::Distributionis associated with

IAM サーバー証明書

AWS WAF WebACL

ACM 証明書

S3 バケット

Amazon CloudFront

AWS::CloudFront::StreamingDistributionis associated with

IAM サーバー証明書
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Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon CloudWatch AWS::CloudWatch::AlarmNA NA

Amazon CloudWatch 
RUM

AWS::RUM::AppMonitorNA NA

Amazon CodeGuru

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon CodeGuru 
Reviewer

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociationNA NA

Amazon Connect

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Connect::PhoneNumberNA NAAmazon Connect

AWS::CustomerProfiles::DomainNA NA

Amazon Detective

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon Detective AWS::Detective::GraphNA NA

Amazon DynamoDB

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon DynamoDB AWS::DynamoDB::TableNA NA

Amazon Elastic Compute Cloud

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::EC2::Host* contains EC2 インスタンスAmazon Elastic 
Compute Cloud

AWS::EC2::EIP is attached to EC2 インスタンス

13



AWS Config デベロッパーガイド
Amazon EC2

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

ネットワークインター
フェイス

contains EC2 ネットワークイン
ターフェイス

is associated with EC2 セキュリティグ
ループ

Amazon EBS ボリュー
ム

is attached to

EC2 Elastic IP (EIP)

EC2 専有ホスト

ルートテーブル

サブネット

AWS::EC2::Instance

is contained in

Virtual Private Cloud 
(VPC)

is associated with EC2 セキュリティグ
ループ

EC2 Elastic IP (EIP)is attached to

EC2 インスタンス

ルートテーブル

サブネット

AWS::EC2::NetworkInterface

is contained in

Virtual Private Cloud 
(VPC)

EC2 インスタンス

EC2 ネットワークイン
ターフェイス

AWS::EC2::SecurityGroup*is associated with

Virtual Private Cloud 
(VPC)

is contained in Virtual Private Cloud 
(VPC)

AWS::EC2::NatGateway

is contained in サブネット

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGatewayis attached to Virtual Private Cloud 
(VPC)

AWS::EC2::FlowLog NA NA

AWS::EC2::TransitGatewayNA NA

AWS::EC2::TransitGatewayAttachmentNA NA

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableNA NA
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AWS Config デベロッパーガイド
Amazon EC2

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

is contained in Virtual Private Cloud 
(VPC)

is attached to ネットワークインター
フェイス

is contained in サブネット

AWS::EC2::VPCEndpoint

is contained in ルートテーブル

AWS::EC2::VPCEndpointServiceis associated with ElasticLoadBalancingV2 
LoadBalancer

AWS::EC2::VPCPeeringConnectionis associated with Virtual Private Cloud 
(VPC)

AWS::EC2::RegisteredHAInstanceis associated with EC2 インスタンス

AWS::EC2::LaunchTemplateNA NA

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysisNA NA

AWS::EC2::TrafficMirrorTargetNA NA

AWS::EC2::TrafficMirrorSessionNA NA

AWS::EC2::DHCPOptionsNA NA

AWS::EC2::IPAM NA NA

AWS::EC2::NetworkInsightsPathNA NA

AWS::EC2::TrafficMirrorFilterNA NA

Amazon Elastic Block 
Store

AWS::EC2::Volume is attached to EC2 インスタンス

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipeNA NA

AWS::ImageBuilder::DistributionConfigurationNA NA

EC2 Image Builder

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfigurationNA NA

*AWS Configは、専有ホストおよび専有ホストで起動するインスタンスの設定詳細を記録します。その
ため、サーバーにバインドされたソフトウェアライセンスへのコンプライアンスをレポートするとき
に、AWS Config をデータソースとして使用できます。例えば、インスタンスの設定履歴を参照して、そ
れが基づいている Amazon マシンイメージ (AMI) を判断できます。次に、ホストの設定履歴でソケット数
やコア数などの詳細を参照し、ホストが AMI のライセンス要件に準拠していることを確認できます。詳細
については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの AWS Config による設定変更の追跡を
参照してください。

*EC2 SecurityGroup プロパティ定義には IP CIDR ブロックが含まれており、これらは内部的に IP 範囲に
変換され、特定の IP 範囲を検索しようとしたときに予期しない結果が返されることがあります。特定の 
IP 範囲を検索するための回避策については、「高度なクエリの制限」を参照してください。
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AWS Config デベロッパーガイド
Amazon ECR

Amazon Elastic Container Registry

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::ECR::RepositoryNA NAAmazon Elastic 
Container Registry

AWS::ECR::RegistryPolicyNA NA

Amazon Elastic Container Registry Public

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon Elastic 
Container Registry 
Public

AWS::ECR::PublicRepositoryNA NA

Amazon Elastic Container Service

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::ECS::Cluster NA NA

AWS::ECS::TaskDefinitionNA NA

Amazon Elastic 
Container Service

AWS::ECS::Service* NA NA

* このサービスは現在、新しい Amazon リソースネーム (ARN) 形式のみをサポートします。詳細について
は、ECS デベロッパーガイドの Amazon リソースネーム (ARN) と ID を参照してください。

旧 (サポートされていません): arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-name

新 (サポートされています): arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/cluster-
name/service-name

Amazon Elastic File System

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::EFS::FileSystemNA NAAmazon Elastic File 
System

AWS::EFS::AccessPointNA NA

Amazon Elastic Kubernetes Service

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon Elastic 
Kubernetes Service

AWS::EKS::Cluster NA NA
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Amazon EMR

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::EKS::FargateProfileNA NA

AWS::EKS::IdentityProviderConfigNA NA

AWS::EKS::Addon NA NA

Amazon EMR

サービス: AWS リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon EMR AWS::EMR::SecurityConfigurationNA NA

Amazon EventBridge

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Events::EventBusNA NA

AWS::Events::ApiDestinationNA NA

AWS::Events::ArchiveNA NA

AWS::Events::EndpointNA NA

AWS::Events::ConnectionNA NA

Amazon EventBridge

AWS::Events::Rule NA NA

AWS::EC2::TrafficMirrorSessionNA NA

AWS::EventSchemas::RegistryPolicyNA NA

AWS::EventSchemas::DiscovererNA NA

Amazon EventBridge ス
キーマ

AWS::EventSchemas::SchemaNA NA

Amazon Fraud Detector

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::FraudDetector::LabelNA NA

AWS::FraudDetector::EntityTypeNA NA

AWS::FraudDetector::VariableNA NA

Amazon Fraud Detector

AWS::FraudDetector::OutcomeNA NA
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AWS Config デベロッパーガイド
Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty

サービス: AWS リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::GuardDuty::DetectorNA NA

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSetNA NA

AWS::GuardDuty::IPSetNA NA

Amazon GuardDuty

AWS::GuardDuty::FilterNA NA

HealthLake

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

HealthLake AWS::HealthLake::FHIRDatastoreNA NA

Amazon Interactive Video Service

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::IVS::Channel NA NA

AWS::IVS::RecordingConfigurationNA NA

Amazon Interactive 
Video Service

AWS::IVS::PlaybackKeyPairNA NA

Amazon OpenSearch Service

サービス: AWS リソースタイプの値 関係 関連リソース

KMS キー

EC2 セキュリティグ
ループ

EC2 サブネット

AWS::Elasticsearch::Domainis associated with

Virtual Private Cloud 
(VPC)

Amazon OpenSearch 
Service

AWS::OpenSearch::DomainNA NA

Note

2021 年 9 月 8 日に、Amazon Elasticsearch Service の名称が Amazon OpenSearch Service に
変更されました。OpenSearch Service は、OpenSearch だけでなく、従来の Elasticsearch もサ
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Amazon Pinpoint

ポートします。詳細については、「Amazon OpenSearch Service - 変更の概要」を参照してくだ
さい。
1 つまたは複数のドメインを OpenSearch にアップグレードした場合でも、数週間は既存の
AWS::Elasticsearch::Domain リソースタイプで引き続き AWS::OpenSearch::Domain の
データを確認できることがあります。

Amazon Pinpoint

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Pinpoint::ApplicationSettingsNA NAAmazon Pinpoint

AWS::Pinpoint::SegmentNA NA

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon QLDB AWS::QLDB::Ledger NA NA

Amazon Kinesis

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Kinesis::StreamNA NAAmazon Kinesis

AWS::Kinesis::StreamConsumerNA NA

Amazon Kinesis 
Analytics V2

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationNA NA

Kinesis ビデオストリー
ム

AWS::KinesisVideo::SignalingChannelNA NA

Amazon Lex

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Lex::BotAlias NA NAAmazon Lex

AWS::Lex::Bot NA NA

Amazon Lightsail

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon Lightsail AWS::Lightsail::DiskNA NA

19

https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/rename.html


AWS Config デベロッパーガイド
Amazon Lookout for Metrics

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Lightsail::CertificateNA NA

AWS::Lightsail::BucketNA NA

AWS::Lightsail::StaticIpNA NA

Amazon Lookout for Metrics

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon Lookout for 
Metrics

AWS::LookoutMetrics::AlertNA NA

Lookout for Vision

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Lookout for Vision AWS::LookoutVision::ProjectNA NA

Amazon MQ

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon MQ AWS::AmazonMQ::BrokerNA NA

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon Managed 
Streaming for Apache 
Kafka

AWS::MSK::Cluster NA NA

Amazon Redshift

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

クラスターパラメータ
グループ

Amazon Redshift AWS::Redshift::Clusteris associated with

クラスターセキュリ
ティグループ
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Amazon RDS

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

クラスターサブネット
グループ

セキュリティグループ

Virtual Private Cloud 
(VPC)

AWS::Redshift::ClusterParameterGroupNA NA

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupNA NA

クラスターAWS::Redshift::ClusterSnapshotis associated with

Virtual Private Cloud 
(VPC)

サブネットAWS::Redshift::ClusterSubnetGroupis associated with

Virtual Private Cloud 
(VPC)

AWS::Redshift::EventSubscriptionNA NA

Amazon Relational Database Service

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

EC2 セキュリティグ
ループ

RDS DB セキュリティ
グループ

AWS::RDS::DBInstanceis associated with

RDS DB サブネットグ
ループ

EC2 セキュリティグ
ループ

AWS::RDS::DBSecurityGroupis associated with

Virtual Private Cloud 
(VPC)

AWS::RDS::DBSnapshotis associated with Virtual Private Cloud 
(VPC)

EC2 セキュリティグ
ループ

AWS::RDS::DBSubnetGroupis associated with

Virtual Private Cloud 
(VPC)

AWS::RDS::EventSubscriptionNA NA

Amazon Relational 
Database Service

AWS::RDS::DBCluster contains RDS DB インスタンス
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Amazon Route 53

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

RDS DB サブネットグ
ループ

is associated with

EC2 セキュリティグ
ループ

RDS DB クラスターAWS::RDS::DBClusterSnapshotis associated with

Virtual Private Cloud 
(VPC)

AWS::RDS::GlobalClusterNA NA

Amazon Route 53

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Route53::HostedZoneNA NAAmazon Route 53

AWS::Route53::HealthCheckNA NA

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpointNA NA

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleNA NA

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociationNA NA

Amazon Route 53 
Resolver

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainListNA NA

AWS::Route53RecoveryReadiness::CellNA NA

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheckNA NA

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroupNA NA

AWS::Route53RecoveryControl::ClusterNA NA

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanelNA NA

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControlNA NA

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRuleNA NA

Amazon Route 53 
Application Recovery 
Controller

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSetNA NA

Amazon SageMaker

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::SageMaker::CodeRepositoryNA NA

AWS::SageMaker::ModelNA NA

Amazon SageMaker

AWS::SageMaker::NotebookInstanceNA NA
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Amazon SES

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfigNA NA

AWS::SageMaker::EndpointConfigNA NA

AWS::SageMaker::WorkteamNA NA

Amazon Simple Email Service

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::SES::ConfigurationSetNA NA

AWS::SES::ContactListNA NA

AWS::SES::Template NA NA

AWS::SES::ReceiptFilterNA NA

Amazon Simple Email 
Service

AWS::SES::ReceiptRuleSetNA NA

Amazon Simple Notification Service

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon Simple 
Notification Service

AWS::SNS::Topic NA NA

Amazon Simple Queue Service

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Amazon Simple Queue 
Service

AWS::SQS::Queue NA NA

Amazon Simple Storage Service

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::S3::Bucket* NA NA

AWS::S3::AccountPublicAccessBlockNA NA

AWS::S3::MultiRegionAccessPointNA NA

Amazon Simple Storage 
Service

AWS::S3::StorageLensNA NA
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Amazon VPC

*S3 バケットを記録するように AWS Config を設定した後で、設定変更の通知が届かない場合は、S3 バ
ケットポリシーに必要なアクセス許可があることを確認します。詳細については、「S3 バケット記録のア
クセス許可の管理 (p. 8180)」を参照してください。

Amazon S3 バケットの属性

AWS Config は、Amazon S3 バケットのリソースタイプの以下の属性も記録します。

属性 説明

AccelerateConfiguration クライアントとバケット間でデータの長距離転送を加速化。

BucketAcl バケットとオブジェクトへのアクセスを管理するためのアクセスコ
ントロールリスト。

BucketPolicy バケットへのアクセス許可を定義するポリシー。

CrossOriginConfiguration バケットへのクロスオリジンリクエストを許可。

LifecycleConfiguration バケット内のオブジェクトのライフサイクルを定義するルール。

LoggingConfiguration バケットへのアクセスのリクエストを追跡するためのログ記録。

NotificationConfiguration 指定したバケットイベントに関するアラートの送信やワークフロー
のトリガーに使用されるイベント通知。

ReplicationConfiguration 異なる AWS リージョンのバケット間でオブジェクトを自動的に非
同期コピー。

RequestPaymentConfiguration リクエスタ支払いの有効化。

TaggingConfiguration 分類のためにバケットに追加されるタグ。タグ付けを使用して請求
を追跡することもできます。

WebsiteConfiguration バケットの静的ウェブサイトホスティングの有効化。

VersioningConfiguration バケット内のオブジェクトに対するバージョニングの有効化。

属性の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド中の「バケット設定オプショ
ン」を参照してください。

Amazon Virtual Private Cloud

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::EC2::CustomerGatewayis attached to VPN 接続

AWS::EC2::InternetGatewayis attached to Virtual Private Cloud 
(VPC)

AWS::EC2::NetworkAclNA NA

EC2 インスタンス

EC2 ネットワークイン
ターフェイス

Amazon Virtual Private 
Cloud

AWS::EC2::RouteTablecontains

サブネット
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Amazon WorkSpaces

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

VPN ゲートウェイ

is contained in Virtual Private Cloud 
(VPC)

EC2 インスタンスcontains

EC2 ネットワークイン
ターフェイス

is attached to ネットワーク ACL

ルートテーブル

AWS::EC2::Subnet

is contained in

Virtual Private Cloud 
(VPC)

EC2 インスタンス

EC2 ネットワークイン
ターフェイス

ネットワーク ACL

ルートテーブル

contains

サブネット

is associated with セキュリティグループ

インターネットゲート
ウェイ

AWS::EC2::VPC

is attached to

VPN ゲートウェイ

カスタマーゲートウェ
イ

AWS::EC2::VPNConnectionis attached to

VPN ゲートウェイ

Virtual Private Cloud 
(VPC)

is attached to

VPN 接続

AWS::EC2::VPNGateway

is contained in ルートテーブル

Network Manager AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistrationNA NA

Amazon WorkSpaces

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::WorkSpaces::ConnectionAliasNA NAAmazon WorkSpaces

AWS::WorkSpaces::WorkspaceNA NA

25



AWS Config デベロッパーガイド
AWS AppConfig

AWS AppConfig

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::AppConfig::ApplicationNA NA

AWS::AppConfig::EnvironmentNA NA

AWS AppConfig

AWS::AppConfig::ConfigurationProfileNA NA

AWS AppSync

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS AppSync AWS::AppSync::GraphQLApiNA NA

AWS オートスケーリング

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

contains Amazon EC2 インスタ
ンス

Classic Load Balancer

Auto Scaling 起動設定

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

is associated with

サブネット

AWS::AutoScaling::LaunchConfigurationis associated with Amazon EC2 セキュリ
ティグループ

Auto Scaling グループAWS::AutoScaling::ScalingPolicyis associated with

アラーム

AWS::AutoScaling::ScheduledActionis associated with Auto Scaling グループ

AWS オートスケーリン
グ

AWS::AutoScaling::WarmPoolNA NA

AWS Backup

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Backup::BackupPlanNA NA*

AWS::Backup::BackupSelectionNA NA

AWS Backup

AWS::Backup::BackupVaultNA NA*
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AWS Batch

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Backup::RecoveryPointNA NA

AWS::Backup::ReportPlanNA NA

AWS Backup の機能上、これらのリソースタイプのいくつかはこのテーブル内の他の AWS Backup リソー
スタイプに関連しています。

AWS::Backup::BackupPlan は Backup プランに多くの選択肢がある
AWS::Backup::BackupSelection に関連しており、AWS::Backup::BackupVault は AWS Backup 
ボールトに複数のリカバリポイントがある AWS::Backup::RecoveryPoint に関連しています。

詳細については、Backup プランを使用したバックアップの管理および Backup ボールトに関する各種操
作を参照してください。

AWS Batch

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Batch::JobQueueNA NAAWS Batch

AWS::Batch::ComputeEnvironmentNA NA

AWS Budgets

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS Budgets AWS::Budgets::BudgetsActionNA NA

AWS Certificate Manager

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS Certificate 
Manager

AWS::ACM::CertificateNA NA

AWS CloudFormation

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS CloudFormation AWS::CloudFormation::Stack*contains サポートされている 
AWS リソースタイプ

* AWS Config は AWS CloudFormation スタックの設定変更とスタックでサポートされているリソースタイ
プの設定変更を記録します。AWS Config は、まだサポートされていないスタック内のリソースタイプの
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AWS CloudTrail

設定変更は記録しません。サポートされていないリソースタイプは、スタックの設定項目の補助的な設定
セクションに表示されます。

AWS CloudTrail

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS CloudTrail AWS::CloudTrail::TrailNA NA

AWS Cloud9

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS Cloud9 AWS::Cloud9::EnvironmentEC2NA NA

AWS Cloud Map

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::ServiceDiscovery::ServiceNA NA

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespaceNA NA

サービス検出

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespaceNA NA

AWS CodeBuild

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

S3 バケットAWS CodeBuild AWS::CodeBuild::Project*is associated with

[IAM role] (IAM ロール)

* AWS Config と AWS CodeBuild の統合方法の詳細については、「AWS CodeBuild サンプルによる AWS 
Config の使用」を参照してください。

AWS CodeDeploy

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::CodeDeploy::Applicationcontains DeploymentGroup

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfigNA NA

AWS CodeDeploy

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroupis contained in アプリケーション
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AWS CodePipeline

AWS CodePipeline

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

is attached to S3 バケット

[IAM role] (IAM ロール)

コードプロジェクト

Lambda 関数

Cloudformation スタッ
ク

AWS CodePipeline AWS::CodePipeline::Pipeline*

is associated with

ElasticBeanstalk アプリ
ケーション

* AWS Config は CodePipeline パイプラインの設定変更とパイプラインでサポートされているリソース
タイプの設定変更を記録します。AWS Config は、パイプラインでまだサポートされていないリソース
タイプの設定変更は記録しません。CodeCommit repository, CodeDeploy application, ECS 
cluster, や ECS service など、サポートされていないリソースタイプは、スタックの設定項目の補助
的な設定セクションに表示されます。

AWS Config

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Config::ResourceCompliance*is associated with すべてのリソース*

AWS::Config::ConformancePackComplianceNA NA

AWS Config

AWS::Config::ConfigurationRecorder*NA NA

*AWS::Config::ResourceCompliance と関連するリソースの関係
は、AWS::Config::ResourceCompliance がその特定のリソースタイプのコンプライアンスをどのよ
うに報告するかによって異なります。
*AWS::Config::ConfigurationRecorder は AWS Config のシステムリソースタイプで、このリソー
スタイプの記録は、デフォルトで有効になっています。

Note

AWS::Config::ConformancePackCompliance および
AWS::Config::ConfigurationRecorder リソースタイプの記録は、追加料金なしでご利用い
ただけます。

AWS Database Migration Service

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::DMS::EventSubscriptionNA NAAWS Database 
Migration Service

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroupNA NA
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AWS DataSync

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::DMS::ReplicationInstanceNA NA

AWS::DMS::ReplicationTaskNA NA

AWS::DMS::CertificateNA NA

AWS DataSync

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::DataSync::LocationSMBNA NA

AWS::DataSync::LocationFSxLustreNA NA

AWS::DataSync::LocationFSxWindowsNA NA

AWS::DataSync::LocationS3NA NA

AWS::DataSync::LocationEFSNA NA

AWS::DataSync::LocationNFSNA NA

AWS::DataSync::LocationHDFSNA NA

AWS::DataSync::LocationObjectStorageNA NA

AWS DataSync

AWS::DataSync::Task NA NA

AWS Device Farm

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS Device Farm AWS::DeviceFarm::TestGridProjectNA NA

AWS Elastic Beanstalk

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

Elastic Beanstalk アプリ
ケーションバージョン

contains

Elastic Beanstalk 環境

AWS::ElasticBeanstalk::Application

is associated with [IAM role] (IAM ロール)

is contained in Elastic Beanstalk アプリ
ケーション

Elastic Beanstalk 環境

AWS Elastic Beanstalk

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion

is associated with

S3 バケット
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AWS FIS

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

is contained in Elastic Beanstalk アプリ
ケーション

Elastic Beanstalk アプリ
ケーションバージョン

is associated with

[IAM role] (IAM ロール)

AWS::ElasticBeanstalk::Environment

contains CloudFormation スタッ
ク

AWS Fault Injection Simulator

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS Fault Injection 
Simulator

AWS::FIS::ExperimentTemplateNA NA

AWS Global Accelerator

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::GlobalAccelerator::ListenerNA NA

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroupNA NA

AWS Global Accelerator

AWS::GlobalAccelerator::AcceleratorNA NA

AWS Glue

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::Glue::Job NA NA

AWS::Glue::ClassifierNA NA

AWS Glue

AWS::Glue::MLTransformNA NA

AWS Identity and Access Management

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

IAM グループAWS Identity and 
Access Management

AWS::IAM::User is attached to

IAM カスタマー管理ポ
リシー
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AWS IoT

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

contains IAM ユーザーAWS::IAM::Group

is attached to IAM カスタマー管理ポ
リシー

AWS::IAM::Role is attached to IAM カスタマー管理ポ
リシー

IAM ユーザー

IAM グループ

AWS::IAM::Policy is attached to

[IAM role] (IAM ロール)

AWS Identity and 
Access Management 
Access Analyzer

AWS::AccessAnalyzer::AnalyzerNA NA

AWS Config には、記録する設定詳細に関するインラインポリシーが含まれています。インラインポリ
シーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシー」を参照
してください。

AWS IoT

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::IoT::AuthorizerNA NA

AWS::IoT::SecurityProfileNA NA

AWS::IoT::RoleAlias NA NA

AWS::IoT::Dimension NA NA

AWS::IoT::Policy NA NA

AWS::IoT::MitigationActionNA NA

AWS::IoT::ScheduledAuditNA NA

AWS::IoT::AccountAuditConfigurationNA NA

AWS::IoTSiteWise::GatewayNA NA

AWS IoT

AWS::IoT::CustomMetricNA NA

AWS::IoTAnalytics::DatastoreNA NA

AWS::IoTAnalytics::DatasetNA NA

AWS::IoTAnalytics::PipelineNA NA

AWS IoT Analytics

AWS::IoTAnalytics::ChannelNA NA

AWS::IoTEvents::InputNA NAAWS IoT Events

AWS::IoTEvents::DetectorModelNA NA
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AWS KMS

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::IoTEvents::AlarmModelNA NA

AWS::IoTTwinMaker::WorkspaceNA NA

AWS::IoTTwinMaker::EntityNA NA

AWS IoT TwinMaker

AWS::IoTTwinMaker::SceneNA NA

AWS::IoTSiteWise::DashboardNA NA

AWS::IoTSiteWise::ProjectNA NA

AWS::IoTSiteWise::PortalNA NA

AWS IoT SiteWise

AWS::IoTSiteWise::AssetModelNA NA

AWS Key Management Service

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::KMS::Key NA NAAWS Key Management 
Service

AWS::KMS::Alias NA NA

AWS Lambda 関数

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

[IAM role] (IAM ロール)is associated with

EC2 セキュリティグ
ループ

AWS Lambda 関数 AWS::Lambda::Function

is contained in EC2 サブネット

AWS Network Firewall

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

is attached to EC2 サブネットAWS::NetworkFirewall::Firewall

is associated with NetworkFirewall 
FirewallPolicy

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicyis associated with NetworkFirewall 
RuleGroup

AWS Network Firewall

AWS::NetworkFirewall::RuleGroupNA NA
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AWS Resilience Hub

AWS Resilience Hub

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS Resilience Hub AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicyNA NA

AWS RoboMaker

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersionNA NA

AWS::RoboMaker::RobotApplicationNA NA

AWS RoboMaker

AWS::RoboMaker::SimulationApplicationNA NA

AWS Secrets Manager

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

is associated with Lambda 関数AWS Secrets Manager AWS::SecretsManager::Secret

is associated with KMS キー

AWS Service Catalog

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

is contained in ポートフォリオAWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct

is associated with CloudFormationProvisionedProduct

ポートフォリオ

CloudFormationProduct

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProductis associated with

CloudFormationStack

AWS Service Catalog

AWS::ServiceCatalog::Portfoliocontains CloudFormationProduct

AWS Shield

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS Shield AWS::Shield::Protectionis associated with Amazon CloudFront 
ディストリビューショ
ン
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AWS Step Functions

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

is associated with EC2 EIP

is associated with ElasticLoadBalancing バ
ランサー

AWS::ShieldRegional::Protection

is associated with ElasticLoadBalancingV2 
LoadBalancer

AWS Step Functions

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::StepFunctions::ActivityNA NAAWS Step Functions

AWS::StepFunctions::StateMachineNA NA

AWS Systems Manager

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::SSM::ManagedInstanceInventory*is associated with EC2 インスタンス

AWS::SSM::PatchComplianceis associated with マネージドインスタン
スのインベントリ

AWS::SSM::AssociationComplianceis associated with マネージドインスタン
スのインベントリ

AWS Systems Manager

AWS::SSM::FileData is associated with マネージドインスタン
スのインベントリ

* マネージドインスタンスのインベントリの詳細については、「Recording Software Configuration for 
Managed Instances (p. 254)」を参照してください。

AWS Transfer Family

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS Transfer Family AWS::Transfer::WorkflowNA NA

AWS WAF

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::WAF::RateBasedRuleNA NAAWS WAF

AWS::WAF::Rule NA NA
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AWS X-Ray

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

WAF ルール

WAF レートベースの
ルール

AWS::WAF::WebACL is associated with

WAF Rulegroup

AWS::WAF::RuleGroup is associated with WAF ルール

AWS::WAFRegional::RateBasedRuleNA NA

AWS::WAFRegional::RuleNA NA

ElasticLoadBalancingV2 
LoadBalancer

WAFRegional ルール

WAFRegional レート
ベースのルール

AWS::WAFRegional::WebACLis associated with

WAFRegional 
Rulegroup

AWS::WAFRegional::RuleGroupis associated with WAFRegional ルール

ElasticLoadBalancingV2 
LoadBalancer

ApiGateway Stage

WAFv2 IPSet

WAFv2 
RegexPatternSet

WAFv2 RuleGroup

AWS::WAFv2::WebACL is associated with

WAFv2 
ManagedRuleSet

WAFv2 IPSetAWS::WAFv2::RuleGroupis associated with

WAFv2 
RegexPatternSet

AWS::WAFv2::ManagedRuleSetis associated with WAFv2 RuleGroup

AWS::WAFv2::IPSet NA NA

AWS WAF V2

AWS::WAFv2::RegexPatternSetNA NA

AWS X-Ray

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS X-Ray AWS::XRay::EncryptionConfigNA NA
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Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing

AWS サービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

is associated with EC2 セキュリティグ
ループ

is attached to サブネット

Application Load 
Balancer

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

is contained in Virtual Private Cloud 
(VPC)

Application Load 
Balancer Listener

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener

NA NA

is associated with EC2 セキュリティグ
ループ

is attached to サブネット

Classic Load Balancer

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

is contained in Virtual Private Cloud 
(VPC)

Elastic Load Balancing

Network Load Balancer

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

NA NA

AWS Elemental MediaPackage

AWS のサービス リソースタイプの値 関係 関連リソース

AWS::MediaPackage::PackagingGroupNA NAAWS Elemental 
MediaPackage

AWS::MediaPackage::PackagingConfigurationNA NA

利用可能なリージョン別リソースカバレッジ
北米および南米リージョン

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::ACM::Certificate  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration  はい  はい  はい  はい  はい  はい
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北米および南米

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::AutoScaling::ScheduledAction  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::CloudTrail::Trail  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::CloudWatch::Alarm  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::CodePipeline::Pipeline  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DynamoDB::Table  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::CustomerGateway  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::EIP  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::FlowLog  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::Host  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::Instance  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::InternetGateway  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::NatGateway  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::NetworkAcl  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::NetworkInterface  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::RouteTable  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::SecurityGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::Subnet  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPC  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPCEndpoint  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPCEndpointService  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPCPeeringConnection  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPNConnection  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPNGateway  はい  はい  はい  はい  はい  はい
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AWS::EC2::Volume  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Elasticsearch::Domain  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::IAM::Group  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::IAM::Policy  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::IAM::Role  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::IAM::User  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::KMS::Key  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Lambda::Alias  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lambda::Function  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBCluster  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBClusterParameterGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::DBClusterSnapshot
 はい  い

いえ  はい  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBInstance  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBOptionGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::DBParameterGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::DBSecurityGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBSnapshot  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBSubnetGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::RDS::EventSubscription  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Redshift::Cluster  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterParameterGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

39



AWS Config デベロッパーガイド
北米および南米

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
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AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSnapshot  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Redshift::EventSubscription  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::S3::AccountPublicAccessBlock  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::S3::Bucket  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SNS::Topic  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SQS::Queue  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::APS::RuleGroupsNamespace  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::APS::Workspace  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::AmazonMQ::Broker  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Amplify::App  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Amplify::Branch  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Amplify::Domain  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApiGateway::ClientCertificate  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApiGateway::DomainName  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApiGateway::Method  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::ApiGateway::RestApi  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ApiGateway::Stage  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ApiGatewayV2::Api  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ApiGatewayV2::DomainName  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApiGatewayV2::Route  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApiGatewayV2::Stage  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::AppConfig::Application  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::AppConfig::Deployment  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppConfig::Environment  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppFlow::Flow  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppMesh::Route  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppMesh::VirtualGateway  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppMesh::VirtualNode  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppMesh::VirtualRouter  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppMesh::VirtualService  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppRunner::Service  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::AppRunner::VpcConnector  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppStream::Application  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppStream::DirectoryConfig
はい  はい  はい  はい  い

いえ
はい

AWS::AppStream::Fleet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppSync::GraphQLApi  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Athena::DataCatalog  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Athena::NamedQuery  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Athena::PreparedStatement  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Athena::WorkGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::AuditManager::Assessment  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AutoScaling::WarmPool はい  はい  はい  はい  はい はい

AWS::Backup::BackupPlan  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Backup::BackupSelection  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Backup::BackupVault  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Backup::RecoveryPoint  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Backup::ReportPlan  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Batch::ComputeEnvironment  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Batch::JobQueue  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Batch::SchedulingPolicy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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レゴン)

米国西
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AWS::Budgets::BudgetsAction  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::Cassandra::Keyspace  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::CloudFormation::Stack  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::CloudFront::Distribution  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::CloudFront::StreamingDistribution  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::CloudWatch::MetricStream  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CodeArtifact::Repository  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CodeBuild::Project  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::CodeDeploy::Application  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup  はい  はい  はい  はい  はい はい

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::Cognito::UserPoolGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Config::ConfigurationRecorder  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Config::ConformancePackCompliance  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Config::ResourceCompliance  はい  はい  はい  はい  はい  はい
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AWS::Connect::PhoneNumber  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
はい

AWS::Connect::QuickConnect  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CustomerProfiles::Domain  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
はい

AWS::DAX::Cluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DAX::ParameterGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DAX::SubnetGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DMS::Certificate  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DMS::EventSubscription  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DMS::ReplicationInstance  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DMS::ReplicationTask  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DataBrew::Schedule  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DataSync::LocationEFS  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DataSync::LocationFSxLustre  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DataSync::LocationFSxWindows  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DataSync::LocationHDFS  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DataSync::LocationNFS  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DataSync::LocationObjectStorage  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DataSync::LocationS3  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DataSync::LocationSMB  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::DataSync::Task  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Detective::Graph  はい  はい  はい  はい  はい  はい
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AWS::DeviceFarm::InstanceProfile  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DeviceFarm::Project  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DeviceFarm::TestGridProject  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::DirectoryService::MicrosoftAD  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DirectoryService::SimpleAD  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DocDB::DBCluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DocDB::DBInstance  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::CapacityReservation  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::CapacityReservationFleet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::CarrierGateway  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::DHCPOptions はい  はい  はい  はい  はい はい

AWS::EC2::EC2Fleet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::IPAM はい  はい  はい  はい  はい はい

AWS::EC2::IPAMAllocation  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::IPAMPool  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::LaunchTemplate  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis はい  はい  はい  はい  はい  はい
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AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::NetworkInsightsPath はい  はい  はい  はい  はい はい

AWS::EC2::PrefixList  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::RegisteredHAInstance  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::SpotFleet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::TrafficMirrorFilter はい  はい  はい  はい  はい はい

AWS::EC2::TrafficMirrorSession  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::TrafficMirrorTarget  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::TransitGateway  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::TransitGatewayAttachment  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EC2::VolumeAttachment  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ECR::PublicRepository  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::ECR::RegistryPolicy  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ECR::Repository  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ECS::Cluster  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ECS::PrimaryTaskSet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ECS::Service  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ECS::TaskDefinition  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ECS::TaskSet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::EFS::AccessPoint  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EFS::FileSystem  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EKS::Addon  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EKS::Cluster  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EKS::FargateProfile  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EKS::IdentityProviderConfig  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EKS::Nodegroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EMR::Cluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EMR::InstanceFleetConfig  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EMR::InstanceGroupConfig  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EMR::SecurityConfiguration  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EMR::Step  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElastiCache::CacheCluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElastiCache::ParameterGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElastiCache::SubnetGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElasticBeanstalk::Application  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ElasticBeanstalk::Environment  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener  はい  はい  はい  はい  はい  はい
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北米および南米

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EventSchemas::Discoverer  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EventSchemas::Registry  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::EventSchemas::Schema  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Events::ApiDestination  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Events::Archive  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Events::Connection  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Events::Endpoint  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Events::EventBus  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Events::Rule はい  はい  はい  はい  はい はい

AWS::Evidently::Launch  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Evidently::Project  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::FIS::ExperimentTemplate  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Forecast::Dataset  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Forecast::DatasetGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::FraudDetector::EntityType
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::FraudDetector::Label
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::FraudDetector::Outcome
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ
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北米および南米

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::FraudDetector::Variable
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::GameLift::Alias  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GameLift::Build  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GameLift::GameSessionQueue  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::GlobalAccelerator::Listener  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::Glue::Classifier  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Glue::Crawler  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Glue::DevEndpoint  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Glue::Job  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Glue::MLTransform  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Glue::SecurityConfiguration  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Glue::Workflow  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GroundStation::Config  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GuardDuty::Detector  はい  はい  はい  はい  はい  はい
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リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::GuardDuty::Filter  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::GuardDuty::IPSet  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::GuardDuty::Master  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GuardDuty::Member  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::HealthLake::FHIRDatastore
はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::IVS::Channel  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::IVS::PlaybackKeyPair  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::IVS::RecordingConfiguration  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::IVS::StreamKey  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ImageBuilder::Component  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration  はい  はい  はい  はい  はい はい

AWS::InspectorV2::Filter  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration
 はい  い

いえ  はい  はい  はい  はい

AWS::IoT::Authorizer  はい  はい  はい  はい  はい  はい
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AWS Config デベロッパーガイド
北米および南米

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::IoT::CustomMetric
 はい  い

いえ  はい  はい  はい  はい

AWS::IoT::Dimension
 はい  い

いえ  はい  はい  はい  はい

AWS::IoT::DomainConfiguration  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::FleetMetric  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::MitigationAction
 はい  い

いえ  はい  はい  はい  はい

AWS::IoT::Policy  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::IoT::ResourceSpecificLogging  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::RoleAlias  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::IoT::ScheduledAudit
 はい  い

いえ  はい  はい  はい  はい

AWS::IoT::SecurityProfile
 はい  い

いえ  はい  はい  はい  はい

AWS::IoT::TopicRule  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::TopicRuleDestination  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTAnalytics::Channel
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTAnalytics::Dataset
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTAnalytics::Datastore
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTAnalytics::Pipeline
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTEvents::AlarmModel
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい
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北米および南米

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::IoTEvents::DetectorModel
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::IoTEvents::Input
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTSiteWise::AssetModel
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::IoTSiteWise::Dashboard
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::IoTSiteWise::Gateway
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::IoTSiteWise::Portal
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::IoTSiteWise::Project
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::IoTTwinMaker::Entity  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::IoTTwinMaker::Scene  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::IoTTwinMaker::Workspace  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::IoTWireless::ServiceProfile  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KMS::Alias  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Kinesis::Stream  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Kinesis::StreamConsumer  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::KinesisAnalytics::Application  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
はい  はい  はい  はい  い

いえ
はい

AWS::KinesisVideo::Stream  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lex::Bot  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ  はい

AWS::Lex::BotAlias  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ  はい

AWS::Lex::BotVersion  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::LicenseManager::Grant  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::LicenseManager::License  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::Bucket
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::Lightsail::Certificate
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::Lightsail::Container  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::Lightsail::Database  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::Disk
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::Lightsail::Distribution  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::Instance  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::LoadBalancer  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::StaticIp
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::Location::GeofenceCollection  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Location::PlaceIndex  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Location::Tracker  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Logs::Destination  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Logs::LogGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::LookoutMetrics::Alert
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::LookoutVision::Project
はい  い

いえ  はい  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::MSK::Cluster  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::MWAA::Environment  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Macie::CustomDataIdentifier  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Macie::Session  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration
 はい  はい  はい  はい  はい  い

いえ

AWS::MediaPackage::PackagingGroup
 はい  はい  はい  はい  はい  い

いえ

AWS::MobileHub::Project  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Neptune::DBCluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkFirewall::Firewall  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkManager::Device  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkManager::Link  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkManager::Site  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::OpenSearch::Domain  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Panorama::PackageVersion  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Personalize::Schema  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::Personalize::Solution  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Pinpoint::App  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
はい

AWS::Pinpoint::Campaign  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Pinpoint::EmailChannel  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Pinpoint::Segment  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
はい

AWS::QLDB::Ledger
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::QuickSight::DataSource  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::QuickSight::Theme  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RAM::ResourceShare  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::DBProxy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::GlobalCluster
 はい  い

いえ  はい  はい  はい はい

AWS::RDS::OptionGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RUM::AppMonitor
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::Redshift::ScheduledAction  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RefactorSpaces::Environment  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RefactorSpaces::Service  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
北米および南米

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::Rekognition::Project  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::RoboMaker::RobotApplication
はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::RoboMaker::SimulationApplication
はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53::DNSSEC  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53::HealthCheck  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::Route53::HostedZone  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList  はい  はい  はい  はい  はい  はい
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AWS Config デベロッパーガイド
北米および南米

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverRule  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::S3::AccessPoint  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::S3::StorageLens  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SES::ConfigurationSet  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SES::ContactList  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SES::ReceiptFilter  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::SES::ReceiptRuleSet  い
いえ

 い
いえ  はい  はい  い

いえ
 い

いえ

AWS::SES::Template  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SNS::Subscription  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SSM::AssociationCompliance  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SSM::FileData  はい  はい  はい  はい  はい  はい
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AWS Config デベロッパーガイド
北米および南米

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::SSM::ManagedInstanceInventory  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SSM::PatchCompliance  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SSO::PermissionSet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::AppImageConfig  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::CodeRepository  はい  はい  はい  はい  はい はい

AWS::SageMaker::Domain  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::Endpoint  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::EndpointConfig  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SageMaker::Image  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::Model  はい  はい  はい  はい  はい はい

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::NotebookInstance  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::SageMaker::Workteam
 はい  い

いえ  はい  はい  い
いえ  はい

AWS::SecretsManager::Secret  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::Portfolio  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ServiceDiscovery::Instance  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
北米および南米

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::ServiceDiscovery::Service  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Shield::Protection  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::ShieldRegional::Protection  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Signer::SigningProfile  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::StepFunctions::Activity  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::StepFunctions::StateMachine  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::Synthetics::Group  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Timestream::Database  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Timestream::Table  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Transfer::Certificate  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Transfer::Workflow  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::VPCFirewall::Firewall  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::VPCFirewall::RuleGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::WAF::RateBasedRule  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::WAF::Rule  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::WAF::RuleGroup  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::WAF::WebACL  い
いえ

 い
いえ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
欧州

リソースタイプ 米国東
部 (オ
ハイオ)

南米 (サ
ンパ
ウロ)

米国東
部 (バー
ジニア
北部)

米国西
部 (オ
レゴン)

米国西
部 (北カ
リフォ
ルニア)

カナダ
(中部)

AWS::WAFRegional::RateBasedRule  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::WAFRegional::Rule  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::WAFRegional::RuleGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::WAFRegional::WebACL  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::WAFv2::IPSet  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::WAFv2::ManagedRuleSet  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::WAFv2::RegexPatternSet  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::WAFv2::RuleGroup  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::WAFv2::WebACL  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias  い
いえ  はい  はい  はい  い

いえ  はい

AWS::WorkSpaces::Workspace  い
いえ  はい  はい  はい  い

いえ  はい

AWS::XRay::EncryptionConfig  はい  はい  はい  はい  はい  はい

欧州リージョン

リソースタイプ 欧州 
(ス

トッ
クホ
ルム)

欧州 
(パリ)

欧州 
(アイ
ルラ
ンド)

欧州 
(フ

ラン
クフ
ルト)

欧州 
(ロン
ドン)

欧州 
(ミ

ラノ)

欧州 
(スペ
イン)

欧州 
(チュー

リッ
ヒ)

AWS::ACM::Certificate
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
はい はい はい はい はい はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
欧州

リソースタイプ 欧州 
(ス

トッ
クホ
ルム)

欧州 
(パリ)

欧州 
(アイ
ルラ
ンド)

欧州 
(フ

ラン
クフ
ルト)

欧州 
(ロン
ドン)

欧州 
(ミ

ラノ)

欧州 
(スペ
イン)

欧州 
(チュー

リッ
ヒ)

AWS::AutoScaling::ScheduledAction
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::CloudTrail::Trail
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::CloudWatch::Alarm
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::CodePipeline::Pipeline
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DynamoDB::Table
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::CustomerGateway
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::EIP
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ はい

AWS::EC2::FlowLog
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ はい

AWS::EC2::Host
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::Instance
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::InternetGateway
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::NatGateway
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ はい

AWS::EC2::NetworkAcl
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::NetworkInterface
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::RouteTable
はい はい はい はい はい はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
欧州

リソースタイプ 欧州 
(ス

トッ
クホ
ルム)

欧州 
(パリ)

欧州 
(アイ
ルラ
ンド)

欧州 
(フ

ラン
クフ
ルト)

欧州 
(ロン
ドン)

欧州 
(ミ

ラノ)

欧州 
(スペ
イン)

欧州 
(チュー

リッ
ヒ)

AWS::EC2::SecurityGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::Subnet
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPC
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPCEndpoint
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPCEndpointService
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPCPeeringConnection
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPNConnection
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPNGateway
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::Volume
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Elasticsearch::Domain
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::IAM::Group
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IAM::Policy
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IAM::Role
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IAM::User
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
欧州

リソースタイプ 欧州 
(ス

トッ
クホ
ルム)

欧州 
(パリ)

欧州 
(アイ
ルラ
ンド)

欧州 
(フ

ラン
クフ
ルト)

欧州 
(ロン
ドン)

欧州 
(ミ

ラノ)

欧州 
(スペ
イン)

欧州 
(チュー

リッ
ヒ)

AWS::KMS::Key
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Lambda::Alias  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lambda::Function
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::RDS::DBCluster
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ はい

AWS::RDS::DBClusterParameterGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::DBClusterSnapshot
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::DBInstance
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::RDS::DBOptionGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::DBParameterGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::DBSecurityGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::RDS::DBSnapshot
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::RDS::DBSubnetGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::RDS::EventSubscription
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::Cluster
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::ClusterParameterGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
欧州

リソースタイプ 欧州 
(ス

トッ
クホ
ルム)

欧州 
(パリ)

欧州 
(アイ
ルラ
ンド)

欧州 
(フ

ラン
クフ
ルト)

欧州 
(ロン
ドン)

欧州 
(ミ

ラノ)

欧州 
(スペ
イン)

欧州 
(チュー

リッ
ヒ)

AWS::Redshift::ClusterSnapshot
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::EventSubscription
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::S3::AccountPublicAccessBlock
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::S3::Bucket
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::SNS::Topic
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SQS::Queue
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::APS::RuleGroupsNamespace  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::APS::Workspace  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ はい

AWS::AmazonMQ::Broker
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Amplify::App  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Amplify::Branch  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Amplify::Domain  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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リソースタイプ 欧州 
(ス

トッ
クホ
ルム)

欧州 
(パリ)

欧州 
(アイ
ルラ
ンド)

欧州 
(フ

ラン
クフ
ルト)

欧州 
(ロン
ドン)

欧州 
(ミ

ラノ)

欧州 
(スペ
イン)

欧州 
(チュー

リッ
ヒ)

AWS::ApiGateway::ClientCertificate  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApiGateway::DomainName  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApiGateway::Method  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApiGateway::RestApi
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ApiGateway::Stage
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ApiGatewayV2::Api
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ApiGatewayV2::DomainName  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApiGatewayV2::Route  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApiGatewayV2::Stage
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::AppConfig::Application
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppConfig::Deployment  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppConfig::Environment
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppFlow::Flow  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::AppMesh::Route  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppMesh::VirtualGateway  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppMesh::VirtualNode  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppMesh::VirtualRouter  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppMesh::VirtualService  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppRunner::Service  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppRunner::VpcConnector  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppStream::Application  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppStream::DirectoryConfig  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppStream::Fleet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AppSync::GraphQLApi
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Athena::DataCatalog
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Athena::NamedQuery  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Athena::PreparedStatement  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Athena::WorkGroup
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::AuditManager::Assessment  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::AutoScaling::WarmPool
はい

はい はい はい はい はい
 い

いえ
 い

いえ

AWS::Backup::BackupPlan
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Backup::BackupSelection
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Backup::BackupVault
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Backup::RecoveryPoint
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Backup::ReportPlan
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Batch::ComputeEnvironment
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Batch::JobQueue
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Batch::SchedulingPolicy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Budgets::BudgetsAction  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Cassandra::Keyspace  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2
はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CloudFormation::Stack
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CloudFront::Distribution  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CloudFront::StreamingDistribution い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::CloudWatch::MetricStream  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CodeArtifact::Repository  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CodeBuild::Project
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CodeDeploy::Application
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
はい

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Cognito::UserPoolGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Config::ConfigurationRecorder
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Config::ConformancePackCompliance
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Config::ResourceCompliance
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Connect::PhoneNumber  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Connect::QuickConnect  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::CustomerProfiles::Domain  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::DAX::Cluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DAX::ParameterGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DAX::SubnetGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DMS::Certificate
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DMS::EventSubscription
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DMS::ReplicationInstance
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DMS::ReplicationTask
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DataBrew::Schedule  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DataSync::LocationEFS
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DataSync::LocationFSxLustre
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DataSync::LocationFSxWindows
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DataSync::LocationHDFS
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DataSync::LocationNFS
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DataSync::LocationObjectStorage
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DataSync::LocationS3
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::DataSync::LocationSMB
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DataSync::Task
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Detective::Graph
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DeviceFarm::InstanceProfile  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DeviceFarm::Project  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DeviceFarm::TestGridProject  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DirectoryService::MicrosoftAD  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DirectoryService::SimpleAD  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DocDB::DBCluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::DocDB::DBInstance  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::CapacityReservation  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::CapacityReservationFleet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::CarrierGateway  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::DHCPOptions
はい

はい はい はい はい はい
 い

いえ
 い

いえ

AWS::EC2::EC2Fleet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::IPAM
はい

はい はい はい はい はい
 い

いえ
 い

いえ
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AWS::EC2::IPAMAllocation  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::IPAMPool  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::LaunchTemplate
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::NetworkInsightsPath
はい

はい はい はい はい はい
 い

いえ
 い

いえ

AWS::EC2::PrefixList  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::RegisteredHAInstance
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::SpotFleet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::TrafficMirrorFilter
はい

はい はい はい はい
 い

いえ
 い

いえ
 い

いえ

AWS::EC2::TrafficMirrorSession
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::TrafficMirrorTarget
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::TransitGateway
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::TransitGatewayAttachment
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EC2::VolumeAttachment  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ECR::PublicRepository  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ECR::RegistryPolicy
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ECR::Repository
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ECS::Cluster
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ECS::PrimaryTaskSet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ECS::Service
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ECS::TaskDefinition
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ECS::TaskSet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EFS::AccessPoint
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EFS::FileSystem
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EKS::Addon
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EKS::Cluster
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EKS::FargateProfile
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EKS::IdentityProviderConfig
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::EKS::Nodegroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EMR::Cluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EMR::InstanceFleetConfig  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EMR::InstanceGroupConfig  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EMR::SecurityConfiguration
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EMR::Step  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElastiCache::CacheCluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElastiCache::ParameterGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElastiCache::SubnetGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElasticBeanstalk::Application
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElasticBeanstalk::Environment
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

74



AWS Config デベロッパーガイド
欧州

リソースタイプ 欧州 
(ス

トッ
クホ
ルム)

欧州 
(パリ)

欧州 
(アイ
ルラ
ンド)

欧州 
(フ

ラン
クフ
ルト)

欧州 
(ロン
ドン)

欧州 
(ミ

ラノ)

欧州 
(スペ
イン)

欧州 
(チュー

リッ
ヒ)

AWS::EventSchemas::Discoverer
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EventSchemas::Registry
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::EventSchemas::Schema
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Events::ApiDestination
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Events::Archive
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Events::Connection
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Events::Endpoint
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Events::EventBus
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Events::Rule
はい

はい はい はい はい はい はい
はい

AWS::Evidently::Launch  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Evidently::Project  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::FIS::ExperimentTemplate
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Forecast::Dataset  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Forecast::DatasetGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::FraudDetector::EntityType  い
いえ

 い
いえ はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::FraudDetector::Label  い
いえ

 い
いえ はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::FraudDetector::Outcome  い
いえ

 い
いえ はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::FraudDetector::Variable  い
いえ

 い
いえ はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GameLift::Alias  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GameLift::Build  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GameLift::GameSessionQueue  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GlobalAccelerator::Listener  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Glue::Classifier
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Glue::Crawler  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Glue::DevEndpoint  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Glue::Job
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Glue::MLTransform
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::Glue::SecurityConfiguration  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Glue::Workflow  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GroundStation::Config  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GuardDuty::Detector
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GuardDuty::Filter
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GuardDuty::IPSet
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GuardDuty::Master  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GuardDuty::Member  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::HealthLake::FHIRDatastore  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IVS::Channel  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IVS::PlaybackKeyPair  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IVS::RecordingConfiguration  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IVS::StreamKey  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ImageBuilder::Component  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::InspectorV2::Filter  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::Authorizer
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::CustomMetric
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::Dimension
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::DomainConfiguration  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::FleetMetric  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::MitigationAction
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::Policy
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::ResourceSpecificLogging  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::RoleAlias
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::ScheduledAudit
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::IoT::SecurityProfile
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::TopicRule  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoT::TopicRuleDestination  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTAnalytics::Channel  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTAnalytics::Dataset  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTAnalytics::Datastore  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTAnalytics::Pipeline  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTEvents::AlarmModel  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTEvents::DetectorModel  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTEvents::Input  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTSiteWise::AssetModel  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTSiteWise::Dashboard  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTSiteWise::Gateway  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTSiteWise::Portal  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTSiteWise::Project  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::IoTTwinMaker::Entity  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTTwinMaker::Scene  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTTwinMaker::Workspace  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::IoTWireless::ServiceProfile  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KMS::Alias  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Kinesis::Stream
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Kinesis::StreamConsumer
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalytics::Application  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::KinesisVideo::SignalingChannel  い
いえ はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::KinesisVideo::Stream  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lex::Bot  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lex::BotAlias  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lex::BotVersion  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::LicenseManager::Grant  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::LicenseManager::License  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::Bucket
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::Certificate
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::Container  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::Database  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::Disk
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::Distribution  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::Instance  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::LoadBalancer  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Lightsail::StaticIp
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::Location::GeofenceCollection  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Location::PlaceIndex  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Location::Tracker  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Logs::Destination  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Logs::LogGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::LookoutMetrics::Alert
はい

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::LookoutVision::Project  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::MSK::Cluster
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::MWAA::Environment  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Macie::CustomDataIdentifier  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Macie::Session  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::MediaPackage::PackagingGroup
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::MobileHub::Project  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Neptune::DBCluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

82



AWS Config デベロッパーガイド
欧州

リソースタイプ 欧州 
(ス

トッ
クホ
ルム)

欧州 
(パリ)

欧州 
(アイ
ルラ
ンド)

欧州 
(フ

ラン
クフ
ルト)

欧州 
(ロン
ドン)

欧州 
(ミ

ラノ)

欧州 
(スペ
イン)

欧州 
(チュー

リッ
ヒ)

AWS::NetworkFirewall::Firewall
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkManager::Device  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkManager::Link  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkManager::Site  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::OpenSearch::Domain
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Panorama::PackageVersion  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Personalize::Schema  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Personalize::Solution  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Pinpoint::App  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::Pinpoint::Campaign  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Pinpoint::EmailChannel  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Pinpoint::Segment  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::QLDB::Ledger  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::QuickSight::DataSource  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::QuickSight::Theme  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RAM::ResourceShare  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::DBProxy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::GlobalCluster  い
いえ はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RDS::OptionGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RUM::AppMonitor
はい

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Redshift::ScheduledAction  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RefactorSpaces::Environment  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RefactorSpaces::Service  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Rekognition::Project  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::RoboMaker::RobotApplication  い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::RoboMaker::SimulationApplication い
いえ

 い
いえ はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53::DNSSEC  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53::HealthCheck  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53::HostedZone  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverRule
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::S3::AccessPoint  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::S3::StorageLens
はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SES::ConfigurationSet
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SES::ContactList
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SES::ReceiptFilter  い
いえ

 い
いえ はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SES::ReceiptRuleSet  い
いえ

 い
いえ はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SES::Template
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::SNS::Subscription  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SSM::AssociationCompliance
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::SSM::FileData
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::SSM::PatchCompliance
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SSO::PermissionSet  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::AppImageConfig  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::CodeRepository
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::Domain  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::Endpoint  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::EndpointConfig
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::Image  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::Model
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::NotebookInstance
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SageMaker::Workteam  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::SecretsManager::Secret
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ServiceCatalog::Portfolio
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ServiceDiscovery::Instance  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ServiceDiscovery::Service
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Shield::Protection  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::ShieldRegional::Protection
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Signer::SigningProfile  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::StepFunctions::Activity
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::StepFunctions::StateMachine
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Synthetics::Group  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ
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AWS::Timestream::Database  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Timestream::Table  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Transfer::Certificate  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::Transfer::Workflow
はい はい はい はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

AWS::VPCFirewall::Firewall  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::VPCFirewall::RuleGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::WAF::RateBasedRule  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::WAF::Rule  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::WAF::RuleGroup  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::WAF::WebACL  い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::WAFRegional::RateBasedRule
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFRegional::Rule
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFRegional::RuleGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFRegional::WebACL
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFv2::IPSet
はい はい はい はい はい はい はい はい
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AWS::WAFv2::ManagedRuleSet
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFv2::RegexPatternSet
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFv2::RuleGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFv2::WebACL
はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::WorkSpaces::Workspace  い
いえ

 い
いえ はい はい はい

 い
いえ

 い
いえ

 い
いえ

AWS::XRay::EncryptionConfig
はい はい はい はい はい はい はい はい

アジアパシフィックリージョン

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::ACM::Certificate
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::AutoScaling::ScheduledAction
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::CloudTrail::Trail
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::CloudWatch::Alarm
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::CodePipeline::Pipeline

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::DynamoDB::Table
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::CustomerGateway
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::EIP
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::EC2::FlowLog

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::EC2::Host
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::Instance
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::InternetGateway
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::NatGateway

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::EC2::NetworkAcl
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::NetworkInterface
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::RouteTable
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::SecurityGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::Subnet
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPC
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPCEndpoint
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPCEndpointService
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPCPeeringConnection
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPNConnection
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::VPNGateway
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::EC2::Volume
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Elasticsearch::Domain
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::IAM::Group

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::IAM::Policy

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::IAM::Role

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::IAM::User

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::KMS::Key
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Lambda::Alias
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Lambda::Function
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::RDS::DBCluster

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::RDS::DBClusterParameterGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::RDS::DBClusterSnapshot

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::RDS::DBInstance
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::RDS::DBOptionGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::RDS::DBParameterGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::RDS::DBSecurityGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::RDS::DBSnapshot
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::RDS::DBSubnetGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::RDS::EventSubscription
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::Cluster
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::ClusterParameterGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::ClusterSnapshot
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Redshift::EventSubscription
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::S3::AccountPublicAccessBlock

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::S3::Bucket
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::SNS::Topic

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::SQS::Queue

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::APS::RuleGroupsNamespace
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::APS::Workspace
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::AmazonMQ::Broker

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::Amplify::App
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Amplify::Branch
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Amplify::Domain
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ApiGateway::ClientCertificate
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::ApiGateway::DomainName
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ApiGateway::Method
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ApiGateway::RestApi
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ApiGateway::Stage
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ApiGatewayV2::Api
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ApiGatewayV2::DomainName
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ApiGatewayV2::Route
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ApiGatewayV2::Stage
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::AppConfig::Application

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::AppConfig::Deployment
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::AppConfig::Environment

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppFlow::Flow
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppMesh::Route
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppMesh::VirtualGateway
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppMesh::VirtualNode
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppMesh::VirtualRouter
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppMesh::VirtualService
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppRunner::Service
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppRunner::VpcConnector
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppStream::Application
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::AppStream::DirectoryConfig
はい い

いえ
い

いえ
い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい

はい

AWS::AppStream::Fleet
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AppSync::GraphQLApi

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Athena::DataCatalog

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::Athena::NamedQuery
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Athena::PreparedStatement
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Athena::WorkGroup

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::AuditManager::Assessment
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::AutoScaling::WarmPool
はい

はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい
はい

AWS::Backup::BackupPlan

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::Backup::BackupSelection

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::Backup::BackupVault

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::Backup::RecoveryPoint

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::Backup::ReportPlan

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::Batch::ComputeEnvironment

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい い

いえ
い

いえ

AWS::Batch::JobQueue

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい い

いえ
い

いえ

AWS::Batch::SchedulingPolicy
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Budgets::BudgetsAction
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Cassandra::Keyspace
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

AWS::CloudFormation::Stack

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::CloudFront::Distribution
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::CloudFront::StreamingDistribution
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::CloudWatch::MetricStream
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::CodeArtifact::Repository
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::CodeBuild::Project

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::CodeDeploy::Application

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい

はい

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::Cognito::UserPoolGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Config::ConfigurationRecorder

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::Config::ConformancePackCompliance

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::Config::ResourceCompliance
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::Connect::PhoneNumber
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい

はい

AWS::Connect::QuickConnect
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::CustomerProfiles::Domain
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい

はい

AWS::DAX::Cluster
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::DAX::ParameterGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::DAX::SubnetGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::DMS::Certificate

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::DMS::EventSubscription

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::DMS::ReplicationInstance

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::DMS::ReplicationTask

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::DataBrew::Schedule
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::DataSync::LocationEFS

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::DataSync::LocationFSxLustre

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::DataSync::LocationFSxWindows

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::DataSync::LocationHDFS

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::DataSync::LocationNFS

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::DataSync::LocationObjectStorage

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::DataSync::LocationS3

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::DataSync::LocationSMB

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::DataSync::Task

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::Detective::Graph

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::DeviceFarm::InstanceProfile
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::DeviceFarm::Project
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::DeviceFarm::TestGridProject
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::DirectoryService::MicrosoftAD
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::DirectoryService::SimpleAD
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::DocDB::DBCluster
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::DocDB::DBInstance
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::EC2::CapacityReservation
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::CapacityReservationFleet
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::CarrierGateway
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::DHCPOptions
はい

はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい
はい

AWS::EC2::EC2Fleet
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::IPAM
はい い

いえ はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい
はい

AWS::EC2::IPAMAllocation
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::IPAMPool
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::LaunchTemplate

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::NetworkInsightsPath
はい い

いえ はい い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい
はい

AWS::EC2::PrefixList
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::RegisteredHAInstance

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::EC2::SpotFleet
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EC2::TrafficMirrorFilter
はい い

いえ はい い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい
はい

AWS::EC2::TrafficMirrorSession

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::EC2::TrafficMirrorTarget

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::EC2::TransitGateway

はい はい はい い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::EC2::TransitGatewayAttachment

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::EC2::VolumeAttachment
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ECR::PublicRepository
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ECR::RegistryPolicy
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ECR::Repository
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ECS::Cluster
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ECS::PrimaryTaskSet
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ECS::Service
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ECS::TaskDefinition
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ECS::TaskSet
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EFS::AccessPoint

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::EFS::FileSystem

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::EKS::Addon

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::EKS::Cluster

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::EKS::FargateProfile

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::EKS::IdentityProviderConfig

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::EKS::Nodegroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EMR::Cluster
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EMR::InstanceFleetConfig
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EMR::InstanceGroupConfig
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EMR::SecurityConfiguration

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::EMR::Step
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ElastiCache::CacheCluster
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::ElastiCache::ParameterGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ElastiCache::SubnetGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ElasticBeanstalk::Application

はい はい はい い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion

はい はい はい い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::ElasticBeanstalk::Environment

はい はい はい い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::EventSchemas::Discoverer

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::EventSchemas::Registry

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::EventSchemas::Schema

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::Events::ApiDestination

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::Events::Archive

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::Events::Connection

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::Events::Endpoint

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::Events::EventBus

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::Events::Rule
はい い

いえ はい はい はい はい はい はい はい
はい

AWS::Evidently::Launch
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Evidently::Project
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::FIS::ExperimentTemplate

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::Forecast::Dataset
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Forecast::DatasetGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::FraudDetector::EntityType
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい

AWS::FraudDetector::Label
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい

AWS::FraudDetector::Outcome
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい

AWS::FraudDetector::Variable
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい

AWS::GameLift::Alias
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::GameLift::Build
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::GameLift::GameSessionQueue
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::GlobalAccelerator::Listener
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Glue::Classifier

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::Glue::Crawler
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Glue::DevEndpoint
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Glue::Job

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::Glue::MLTransform

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::Glue::SecurityConfiguration
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Glue::Workflow
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::GroundStation::Config
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

111



AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::GuardDuty::Detector

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::GuardDuty::Filter

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::GuardDuty::IPSet

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::GuardDuty::Master
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::GuardDuty::Member
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::HealthLake::FHIRDatastore
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IVS::Channel

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IVS::PlaybackKeyPair

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IVS::RecordingConfiguration

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IVS::StreamKey
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::ImageBuilder::Component
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい
はい

AWS::InspectorV2::Filter
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::IoT::Authorizer

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::IoT::CustomMetric

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::IoT::Dimension

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

113



AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::IoT::DomainConfiguration
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IoT::FleetMetric
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IoT::MitigationAction

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::IoT::Policy

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::IoT::ResourceSpecificLogging
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IoT::RoleAlias

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::IoT::ScheduledAudit

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::IoT::SecurityProfile

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::IoT::TopicRule
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IoT::TopicRuleDestination
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IoTAnalytics::Channel

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::IoTAnalytics::Dataset

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ はい

AWS::IoTAnalytics::Datastore

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ はい

AWS::IoTAnalytics::Pipeline

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ はい

AWS::IoTEvents::AlarmModel

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::IoTEvents::DetectorModel

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::IoTEvents::Input

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::IoTSiteWise::AssetModel

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::IoTSiteWise::Dashboard

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい い
いえ はい

AWS::IoTSiteWise::Gateway

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::IoTSiteWise::Portal

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい
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リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::IoTSiteWise::Project

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::IoTTwinMaker::Entity
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい

AWS::IoTTwinMaker::Scene
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい
はい

AWS::IoTTwinMaker::Workspace
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい
はい

AWS::IoTWireless::ServiceProfile
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::KMS::Alias
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Kinesis::Stream

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::Kinesis::StreamConsumer

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::KinesisAnalytics::Application
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

116



AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
はい い

いえ はい い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい
はい

AWS::KinesisVideo::Stream
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Lex::Bot
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::Lex::BotAlias
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::Lex::BotVersion
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::LicenseManager::Grant
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::LicenseManager::License
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Lightsail::Bucket

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::Lightsail::Certificate

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::Lightsail::Container
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Lightsail::Database
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Lightsail::Disk

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::Lightsail::Distribution
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Lightsail::Instance
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Lightsail::LoadBalancer
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Lightsail::StaticIp

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
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リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::Location::GeofenceCollection
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Location::PlaceIndex
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Location::Tracker
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Logs::Destination
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Logs::LogGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::LookoutMetrics::Alert
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::LookoutVision::Project
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ

AWS::MSK::Cluster

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::MWAA::Environment
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Macie::CustomDataIdentifier
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Macie::Session
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::MediaPackage::PackagingGroup

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::MobileHub::Project
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Neptune::DBCluster
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::NetworkFirewall::Firewall

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::NetworkManager::Device
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::NetworkManager::Link
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::NetworkManager::Site
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::OpenSearch::Domain

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::Panorama::PackageVersion
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Personalize::Schema
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Personalize::Solution
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Pinpoint::App
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings
はい い

いえ
い

いえ
い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい

はい

AWS::Pinpoint::Campaign
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::Pinpoint::EmailChannel
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Pinpoint::Segment
はい い

いえ
い

いえ
い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい

はい

AWS::QLDB::Ledger
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::QuickSight::DataSource
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::QuickSight::Theme
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::RAM::ResourceShare
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::RDS::DBProxy
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::RDS::GlobalCluster

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい
はい

AWS::RDS::OptionGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::RUM::AppMonitor
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::Redshift::ScheduledAction
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::RefactorSpaces::Environment
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::RefactorSpaces::Service
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Rekognition::Project
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::RoboMaker::RobotApplication
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい い
いえ

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい い
いえ

AWS::RoboMaker::SimulationApplication
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい はい い
いえ

AWS::Route53::DNSSEC
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53::HealthCheck
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53::HostedZone
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Route53Resolver::ResolverRule

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::S3::AccessPoint
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::S3::StorageLens

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::SES::ConfigurationSet

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::SES::ContactList

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::SES::ReceiptFilter
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::SES::ReceiptRuleSet
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::SES::Template

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::SNS::Subscription
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::SSM::AssociationCompliance

はい はい はい はい はい い
いえ はい はい はい はい

AWS::SSM::FileData

はい はい はい はい はい い
いえ はい はい はい はい

AWS::SSM::ManagedInstanceInventory

はい はい はい はい はい い
いえ はい はい はい はい

AWS::SSM::PatchCompliance

はい はい はい はい はい い
いえ はい はい はい はい

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::SSO::PermissionSet
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::SageMaker::AppImageConfig
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::SageMaker::CodeRepository

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい

はい

AWS::SageMaker::Domain
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::SageMaker::Endpoint
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::SageMaker::EndpointConfig

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::SageMaker::Image
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::SageMaker::Model

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい
はい

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::SageMaker::NotebookInstance

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::SageMaker::Workteam

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい

AWS::SecretsManager::Secret
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct

はい い
いえ はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct

はい い
いえ はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ServiceCatalog::Portfolio

はい い
いえ はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::ServiceDiscovery::Instance
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::ServiceDiscovery::Service

はい い
いえ はい い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::Shield::Protection
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::ShieldRegional::Protection

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::Signer::SigningProfile
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::StepFunctions::Activity

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::StepFunctions::StateMachine

はい はい はい い
いえ はい はい い

いえ はい はい はい

AWS::Synthetics::Group
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Timestream::Database
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Timestream::Table
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Transfer::Certificate
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::Transfer::Workflow

はい い
いえ はい い

いえ はい はい い
いえ はい はい はい

AWS::VPCFirewall::Firewall
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::VPCFirewall::RuleGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::WAF::RateBasedRule
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::WAF::Rule
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
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AWS Config デベロッパーガイド
アジアパシフィック

リソースタイプ ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ム
ンバ
イ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ジャ
カル
タ)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(香
港)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ハ
イ

デラ
バー
ド)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(ソ
ウル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(大
阪)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(メ
ルボ
ルン)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
京)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ンガ
ポー
ル)

ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::WAF::RuleGroup
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::WAF::WebACL
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ

AWS::WAFRegional::RateBasedRule
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFRegional::Rule
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFRegional::RuleGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFRegional::WebACL
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFv2::IPSet
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFv2::ManagedRuleSet
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFv2::RegexPatternSet
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFv2::RuleGroup
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WAFv2::WebACL
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias
い

いえ
い

いえ
い

いえ
い

いえ はい い
いえ

い
いえ はい はい はい

AWS::WorkSpaces::Workspace

はい い
いえ

い
いえ

い
いえ はい い

いえ
い

いえ はい はい はい
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ク 
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港)

ア
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パシ
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イ
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ク 
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ウル)
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ク 
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ア
ジア
パシ

フィッ
ク 

(東
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ア
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ア
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パシ

フィッ
ク 

(シ
ド

ニー)

AWS::XRay::EncryptionConfig
はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

中国リージョン

リソースタイプ 中国 (北京) 中国 (寧夏)

AWS::ACM::Certificate  はい  はい

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup  はい  はい

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration  はい  はい

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy  はい  はい

AWS::AutoScaling::ScheduledAction  はい  はい

AWS::CloudTrail::Trail  はい  はい

AWS::CloudWatch::Alarm  はい  はい

AWS::CodePipeline::Pipeline  いいえ  いいえ

AWS::DynamoDB::Table  はい  はい

AWS::EC2::CustomerGateway  いいえ  いいえ

AWS::EC2::EIP  はい  はい

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway  いいえ  いいえ

AWS::EC2::FlowLog  はい  はい

AWS::EC2::Host  はい  はい

AWS::EC2::Instance  はい  はい

AWS::EC2::InternetGateway  はい  はい

AWS::EC2::NatGateway  はい  はい
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AWS::EC2::NetworkAcl  はい  はい

AWS::EC2::NetworkInterface  はい  はい

AWS::EC2::RouteTable  はい  はい

AWS::EC2::SecurityGroup  はい  はい

AWS::EC2::Subnet  はい  はい

AWS::EC2::VPC  はい  はい

AWS::EC2::VPCEndpoint  はい  はい

AWS::EC2::VPCEndpointService  はい  はい

AWS::EC2::VPCPeeringConnection  はい  はい

AWS::EC2::VPNConnection  いいえ  いいえ

AWS::EC2::VPNGateway  はい  いいえ

AWS::EC2::Volume  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer  はい  はい

AWS::Elasticsearch::Domain  はい  はい

AWS::IAM::Group  はい  はい

AWS::IAM::Policy  はい  はい

AWS::IAM::Role  はい  はい

AWS::IAM::User  はい  はい

AWS::KMS::Key  はい  はい

AWS::Lambda::Alias  いいえ  いいえ

AWS::Lambda::Function  はい  いいえ

AWS::RDS::DBCluster  いいえ  はい

AWS::RDS::DBClusterParameterGroup  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBClusterSnapshot  いいえ  はい

AWS::RDS::DBInstance  はい  はい
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AWS::RDS::DBOptionGroup  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBParameterGroup  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBSecurityGroup  はい  はい

AWS::RDS::DBSnapshot  はい  はい

AWS::RDS::DBSubnetGroup  はい  はい

AWS::RDS::EventSubscription  はい  はい

AWS::Redshift::Cluster  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterParameterGroup  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSnapshot  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup  はい  はい

AWS::Redshift::EventSubscription  はい  はい

AWS::S3::AccountPublicAccessBlock  はい  はい

AWS::S3::Bucket  はい  はい

AWS::SNS::Topic  はい  はい

AWS::SQS::Queue  はい  はい

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority  いいえ  いいえ

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation  いいえ  いいえ

AWS::APS::RuleGroupsNamespace  いいえ  いいえ

AWS::APS::Workspace  いいえ  いいえ

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer  いいえ  いいえ

AWS::AmazonMQ::Broker  はい  はい

AWS::Amplify::App  いいえ  いいえ

AWS::Amplify::Branch  いいえ  いいえ

AWS::Amplify::Domain  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::ClientCertificate  いいえ  いいえ
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AWS::ApiGateway::DomainName  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::Method  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::RestApi  はい  はい

AWS::ApiGateway::Stage  はい  はい

AWS::ApiGatewayV2::Api  はい  はい

AWS::ApiGatewayV2::DomainName  いいえ  いいえ

AWS::ApiGatewayV2::Route  いいえ  いいえ

AWS::ApiGatewayV2::Stage  はい  はい

AWS::AppConfig::Application  はい  はい

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile  はい  はい

AWS::AppConfig::Deployment  いいえ  いいえ

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy  いいえ  いいえ

AWS::AppConfig::Environment  はい  はい

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion  いいえ  いいえ

AWS::AppFlow::Flow  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::Route  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualGateway  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualNode  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualRouter  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualService  いいえ  いいえ

AWS::AppRunner::Service  いいえ  いいえ

AWS::AppRunner::VpcConnector  いいえ  いいえ

AWS::AppStream::Application  いいえ  いいえ

AWS::AppStream::DirectoryConfig  いいえ  いいえ

AWS::AppStream::Fleet  いいえ  いいえ

AWS::AppSync::GraphQLApi  はい  はい
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AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget  いいえ  いいえ

AWS::Athena::DataCatalog  はい  はい

AWS::Athena::NamedQuery  いいえ  いいえ

AWS::Athena::PreparedStatement  いいえ  いいえ

AWS::Athena::WorkGroup  はい  はい

AWS::AuditManager::Assessment  いいえ  いいえ

AWS::AutoScaling::WarmPool はい はい

AWS::Backup::BackupPlan  はい  はい

AWS::Backup::BackupSelection  はい  はい

AWS::Backup::BackupVault  はい  はい

AWS::Backup::RecoveryPoint  はい  はい

AWS::Backup::ReportPlan  いいえ  いいえ

AWS::Batch::ComputeEnvironment  はい  はい

AWS::Batch::JobQueue  はい  はい

AWS::Batch::SchedulingPolicy  いいえ  いいえ

AWS::Budgets::BudgetsAction  いいえ  いいえ

AWS::Cassandra::Keyspace  いいえ  いいえ

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2  いいえ  いいえ

AWS::CloudFormation::Stack  はい  はい

AWS::CloudFront::Distribution  いいえ  いいえ

AWS::CloudFront::StreamingDistribution  いいえ  いいえ

AWS::CloudWatch::MetricStream  いいえ  いいえ

AWS::CodeArtifact::Repository  いいえ  いいえ

AWS::CodeBuild::Project  はい  はい

AWS::CodeDeploy::Application  いいえ  いいえ

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig  いいえ  いいえ

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup  いいえ  いいえ
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AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup  いいえ  いいえ

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation  いいえ  いいえ

AWS::Cognito::UserPoolGroup  いいえ  いいえ

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider  いいえ  いいえ

AWS::Config::ConfigurationRecorder  いいえ  いいえ

AWS::Config::ConformancePackCompliance  いいえ  いいえ

AWS::Config::ResourceCompliance  はい  はい

AWS::Connect::PhoneNumber  いいえ  いいえ

AWS::Connect::QuickConnect  いいえ  いいえ

AWS::CustomerProfiles::Domain  いいえ  いいえ

AWS::DAX::Cluster  いいえ  いいえ

AWS::DAX::ParameterGroup  いいえ  いいえ

AWS::DAX::SubnetGroup  いいえ  いいえ

AWS::DMS::Certificate  はい  はい

AWS::DMS::EventSubscription  はい  はい

AWS::DMS::ReplicationInstance  はい  はい

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup  はい  はい

AWS::DMS::ReplicationTask  はい  はい

AWS::DataBrew::Schedule  いいえ  いいえ

AWS::DataSync::LocationEFS  いいえ  いいえ

AWS::DataSync::LocationFSxLustre  いいえ  いいえ

AWS::DataSync::LocationFSxWindows  いいえ  いいえ

AWS::DataSync::LocationHDFS  いいえ  いいえ

AWS::DataSync::LocationNFS  いいえ  いいえ

AWS::DataSync::LocationObjectStorage  いいえ  いいえ

AWS::DataSync::LocationS3  いいえ  いいえ
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AWS::DataSync::LocationSMB  いいえ  いいえ

AWS::DataSync::Task  はい  はい

AWS::Detective::Graph  いいえ  いいえ

AWS::DeviceFarm::InstanceProfile  いいえ  いいえ

AWS::DeviceFarm::Project  いいえ  いいえ

AWS::DeviceFarm::TestGridProject  いいえ  いいえ

AWS::DirectoryService::MicrosoftAD  いいえ  いいえ

AWS::DirectoryService::SimpleAD  いいえ  いいえ

AWS::DocDB::DBCluster  いいえ  いいえ

AWS::DocDB::DBInstance  いいえ  いいえ

AWS::EC2::CapacityReservation  いいえ  いいえ

AWS::EC2::CapacityReservationFleet  いいえ  いいえ

AWS::EC2::CarrierGateway  いいえ  いいえ

AWS::EC2::DHCPOptions はい はい

AWS::EC2::EC2Fleet  いいえ  いいえ

AWS::EC2::IPAM  いいえ  いいえ

AWS::EC2::IPAMAllocation  いいえ  いいえ

AWS::EC2::IPAMPool  いいえ  いいえ

AWS::EC2::LaunchTemplate  はい  はい

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope  いいえ  いいえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis  いいえ  いいえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis  いいえ  いいえ

AWS::EC2::NetworkInsightsPath  いいえ  いいえ

AWS::EC2::PrefixList  いいえ  いいえ

AWS::EC2::RegisteredHAInstance  いいえ  いいえ

AWS::EC2::SpotFleet  いいえ  いいえ

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation  いいえ  いいえ
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AWS::EC2::TrafficMirrorFilter はい はい

AWS::EC2::TrafficMirrorSession  はい  はい

AWS::EC2::TrafficMirrorTarget  はい  はい

AWS::EC2::TransitGateway  いいえ  いいえ

AWS::EC2::TransitGatewayAttachment  はい  はい

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable  はい  はい

AWS::EC2::VolumeAttachment  いいえ  いいえ

AWS::ECR::PublicRepository  いいえ  いいえ

AWS::ECR::RegistryPolicy  いいえ  いいえ

AWS::ECR::Repository  はい  はい

AWS::ECS::Cluster  はい  はい

AWS::ECS::PrimaryTaskSet  いいえ  いいえ

AWS::ECS::Service  はい  はい

AWS::ECS::TaskDefinition  はい  はい

AWS::ECS::TaskSet  いいえ  いいえ

AWS::EFS::AccessPoint  はい  はい

AWS::EFS::FileSystem  はい  はい

AWS::EKS::Addon  はい  はい

AWS::EKS::Cluster  はい  はい

AWS::EKS::FargateProfile  いいえ  いいえ

AWS::EKS::IdentityProviderConfig  はい  はい

AWS::EKS::Nodegroup  いいえ  いいえ

AWS::EMR::Cluster  いいえ  いいえ

AWS::EMR::InstanceFleetConfig  いいえ  いいえ

AWS::EMR::InstanceGroupConfig  いいえ  いいえ

AWS::EMR::SecurityConfiguration  はい  はい

AWS::EMR::Step  いいえ  いいえ
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AWS::ElastiCache::CacheCluster  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::ParameterGroup  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::SubnetGroup  いいえ  いいえ

AWS::ElasticBeanstalk::Application  はい  はい

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion  はい  はい

AWS::ElasticBeanstalk::Environment  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule  いいえ  いいえ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::Discoverer  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::Registry  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::Schema  いいえ  いいえ

AWS::Events::ApiDestination  いいえ  いいえ

AWS::Events::Archive  いいえ  いいえ

AWS::Events::Connection  いいえ  いいえ

AWS::Events::Endpoint  いいえ  いいえ

AWS::Events::EventBus  はい  はい

AWS::Events::Rule はい はい

AWS::Evidently::Launch  いいえ  いいえ

AWS::Evidently::Project  いいえ  いいえ

AWS::FIS::ExperimentTemplate  いいえ  いいえ

AWS::Forecast::Dataset  いいえ  いいえ

AWS::Forecast::DatasetGroup  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::EntityType  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::Label  いいえ  いいえ
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AWS::FraudDetector::Outcome  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::Variable  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::Alias  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::Build  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::GameSessionQueue  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet  いいえ  いいえ

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator  いいえ  いいえ

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup  いいえ  いいえ

AWS::GlobalAccelerator::Listener  いいえ  いいえ

AWS::Glue::Classifier  はい  はい

AWS::Glue::Crawler  いいえ  いいえ

AWS::Glue::DevEndpoint  いいえ  いいえ

AWS::Glue::Job  はい  はい

AWS::Glue::MLTransform  いいえ  いいえ

AWS::Glue::SecurityConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::Glue::Workflow  いいえ  いいえ

AWS::GroundStation::Config  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::Detector  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::Filter  はい  はい

AWS::GuardDuty::IPSet  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::Master  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::Member  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet  はい  はい

AWS::HealthLake::FHIRDatastore  いいえ  いいえ

AWS::IVS::Channel  いいえ  いいえ
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AWS::IVS::PlaybackKeyPair  いいえ  いいえ

AWS::IVS::RecordingConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::IVS::StreamKey  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::Component  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe  はい  はい

AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration  はい  はい

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration  はい はい

AWS::InspectorV2::Filter  いいえ  いいえ

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration  はい  はい

AWS::IoT::Authorizer  はい  はい

AWS::IoT::CustomMetric  はい  はい

AWS::IoT::Dimension  はい  はい

AWS::IoT::DomainConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::IoT::FleetMetric  いいえ  いいえ

AWS::IoT::MitigationAction  はい  はい

AWS::IoT::Policy  はい  はい

AWS::IoT::ResourceSpecificLogging  いいえ  いいえ

AWS::IoT::RoleAlias  はい  はい

AWS::IoT::ScheduledAudit  はい  はい

AWS::IoT::SecurityProfile  はい  はい

AWS::IoT::TopicRule  いいえ  いいえ

AWS::IoT::TopicRuleDestination  いいえ  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Channel  はい  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Dataset  はい  いいえ
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AWS::IoTAnalytics::Datastore  はい  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Pipeline  はい  いいえ

AWS::IoTEvents::AlarmModel  はい  いいえ

AWS::IoTEvents::DetectorModel  はい  いいえ

AWS::IoTEvents::Input  はい  いいえ

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy  いいえ  いいえ

AWS::IoTSiteWise::AssetModel  はい  いいえ

AWS::IoTSiteWise::Dashboard  はい  いいえ

AWS::IoTSiteWise::Gateway  はい  いいえ

AWS::IoTSiteWise::Portal  はい  いいえ

AWS::IoTSiteWise::Project  はい  いいえ

AWS::IoTTwinMaker::Entity  いいえ  いいえ

AWS::IoTTwinMaker::Scene  いいえ  いいえ

AWS::IoTTwinMaker::Workspace  いいえ  いいえ

AWS::IoTWireless::ServiceProfile  いいえ  いいえ

AWS::KMS::Alias  いいえ  いいえ

AWS::Kinesis::Stream  はい  はい

AWS::Kinesis::StreamConsumer  はい  はい

AWS::KinesisAnalytics::Application  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application  はい  はい

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource  いいえ  いいえ

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream  いいえ  いいえ
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AWS::KinesisVideo::SignalingChannel  いいえ  いいえ

AWS::KinesisVideo::Stream  いいえ  いいえ

AWS::Lex::Bot  いいえ  いいえ

AWS::Lex::BotAlias  いいえ  いいえ

AWS::Lex::BotVersion  いいえ  いいえ

AWS::LicenseManager::Grant  いいえ  いいえ

AWS::LicenseManager::License  いいえ  いいえ

AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Bucket  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Certificate  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Container  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Database  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Disk  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Distribution  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Instance  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::LoadBalancer  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::StaticIp  いいえ  いいえ

AWS::Location::GeofenceCollection  いいえ  いいえ

AWS::Location::PlaceIndex  いいえ  いいえ

AWS::Location::Tracker  いいえ  いいえ

AWS::Logs::Destination  いいえ  いいえ

AWS::Logs::LogGroup  いいえ  いいえ

AWS::LookoutMetrics::Alert  いいえ  いいえ

AWS::LookoutVision::Project  いいえ  いいえ

AWS::MSK::Cluster  はい  はい

AWS::MWAA::Environment  いいえ  いいえ
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AWS::Macie::CustomDataIdentifier  いいえ  いいえ

AWS::Macie::Session  いいえ  いいえ

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::MediaPackage::PackagingGroup  いいえ  いいえ

AWS::MobileHub::Project  いいえ  いいえ

AWS::Neptune::DBCluster  いいえ  いいえ

AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup  いいえ  いいえ

AWS::NetworkFirewall::Firewall  いいえ  いいえ

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy  いいえ  いいえ

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup  いいえ  いいえ

AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::Device  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::Link  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::Site  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration  いいえ  いいえ

AWS::OpenSearch::Domain  はい  はい

AWS::Panorama::PackageVersion  いいえ  いいえ

AWS::Personalize::Schema  いいえ  いいえ

AWS::Personalize::Solution  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::App  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::Campaign  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::EmailChannel  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::Segment  いいえ  いいえ
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AWS::QLDB::Ledger  いいえ  いいえ

AWS::QuickSight::DataSource  いいえ  いいえ

AWS::QuickSight::Theme  いいえ  いいえ

AWS::RAM::ResourceShare  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBProxy  いいえ  いいえ

AWS::RDS::GlobalCluster  いいえ  いいえ

AWS::RDS::OptionGroup  いいえ  いいえ

AWS::RUM::AppMonitor  いいえ  いいえ

AWS::Redshift::ScheduledAction  いいえ  いいえ

AWS::RefactorSpaces::Environment  いいえ  いいえ

AWS::RefactorSpaces::Service  いいえ  いいえ

AWS::Rekognition::Project  いいえ  いいえ

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy  いいえ  いいえ

AWS::RoboMaker::RobotApplication  いいえ  いいえ

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion  いいえ  いいえ

AWS::RoboMaker::SimulationApplication  いいえ  いいえ

AWS::Route53::DNSSEC  いいえ  いいえ

AWS::Route53::HealthCheck  いいえ  いいえ

AWS::Route53::HostedZone  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup  いいえ  いいえ
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AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList  はい  はい

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint  はい  はい

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverRule  はい  はい

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation  はい  はい

AWS::S3::AccessPoint  いいえ  いいえ

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint  いいえ  いいえ

AWS::S3::StorageLens  いいえ  いいえ

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint  いいえ  いいえ

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy  いいえ  いいえ

AWS::SES::ConfigurationSet  いいえ  はい

AWS::SES::ContactList  いいえ  いいえ

AWS::SES::ReceiptFilter  いいえ  いいえ

AWS::SES::ReceiptRuleSet  いいえ  いいえ

AWS::SES::Template  いいえ  はい

AWS::SNS::Subscription  いいえ  いいえ

AWS::SSM::AssociationCompliance  はい  はい

AWS::SSM::FileData  はい  はい

AWS::SSM::ManagedInstanceInventory  はい  はい

AWS::SSM::PatchCompliance  はい  はい

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::SSO::PermissionSet  いいえ  いいえ
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AWS::SageMaker::AppImageConfig  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::CodeRepository  はい はい

AWS::SageMaker::Domain  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::Endpoint  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::EndpointConfig  はい  はい

AWS::SageMaker::Image  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::Model  はい はい

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::NotebookInstance  はい  はい

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig  はい  はい

AWS::SageMaker::Workteam  いいえ  いいえ

AWS::SecretsManager::Secret  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::Portfolio  はい  はい

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace  はい  はい

AWS::ServiceDiscovery::Instance  いいえ  いいえ

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace  はい  はい

AWS::ServiceDiscovery::Service  はい  はい

AWS::Shield::Protection  いいえ  いいえ

AWS::ShieldRegional::Protection  いいえ  いいえ

AWS::Signer::SigningProfile  いいえ  いいえ

AWS::StepFunctions::Activity  はい  いいえ

AWS::StepFunctions::StateMachine  はい  はい

AWS::Synthetics::Group  いいえ  いいえ

AWS::Timestream::Database  いいえ  いいえ
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AWS::Timestream::Table  いいえ  いいえ

AWS::Transfer::Certificate  いいえ  いいえ

AWS::Transfer::Workflow  はい  はい

AWS::VPCFirewall::Firewall  いいえ  いいえ

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy  いいえ  いいえ

AWS::VPCFirewall::RuleGroup  いいえ  いいえ

AWS::WAF::RateBasedRule  いいえ  いいえ

AWS::WAF::Rule  いいえ  いいえ

AWS::WAF::RuleGroup  いいえ  いいえ

AWS::WAF::WebACL  いいえ  いいえ

AWS::WAFRegional::RateBasedRule  はい  はい

AWS::WAFRegional::Rule  はい  はい

AWS::WAFRegional::RuleGroup  はい  はい

AWS::WAFRegional::WebACL  はい  はい

AWS::WAFv2::IPSet  はい  はい

AWS::WAFv2::ManagedRuleSet  はい  はい

AWS::WAFv2::RegexPatternSet  はい  はい

AWS::WAFv2::RuleGroup  はい  はい

AWS::WAFv2::WebACL  はい  はい

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias  いいえ  いいえ

AWS::WorkSpaces::Workspace  いいえ  はい

AWS::XRay::EncryptionConfig  いいえ  いいえ
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AWS::ACM::Certificate  はい  はい  はい

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup  はい  はい  はい

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration  はい  はい  はい

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy  はい  はい  はい

AWS::AutoScaling::ScheduledAction  はい  はい  はい

AWS::CloudTrail::Trail  はい  はい  はい

AWS::CloudWatch::Alarm  はい  はい  はい

AWS::CodePipeline::Pipeline  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DynamoDB::Table  はい  はい  はい

AWS::EC2::CustomerGateway  はい  はい  はい

AWS::EC2::EIP  はい  はい  はい

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway  はい  はい  はい

AWS::EC2::FlowLog  はい  はい  はい

AWS::EC2::Host  はい  はい  はい

AWS::EC2::Instance  はい  はい  はい

AWS::EC2::InternetGateway  はい  はい  はい

AWS::EC2::NatGateway  はい  はい  はい

AWS::EC2::NetworkAcl  はい  はい  はい

AWS::EC2::NetworkInterface  はい  はい  はい

AWS::EC2::RouteTable  はい  はい  はい

AWS::EC2::SecurityGroup  はい  はい  はい

AWS::EC2::Subnet  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPC  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPCEndpoint  はい  はい  はい
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AWS::EC2::VPCEndpointService  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPCPeeringConnection  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPNConnection  はい  はい  はい

AWS::EC2::VPNGateway  はい  はい  はい

AWS::EC2::Volume  はい  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer  はい  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer  はい  はい  はい

AWS::Elasticsearch::Domain  はい  はい  はい

AWS::IAM::Group  はい  はい  いいえ

AWS::IAM::Policy  はい  はい  いいえ

AWS::IAM::Role  はい  はい  いいえ

AWS::IAM::User  はい  はい  いいえ

AWS::KMS::Key  はい  はい  はい

AWS::Lambda::Alias  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lambda::Function  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBCluster  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBClusterParameterGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBClusterSnapshot  いいえ  はい  いいえ

AWS::RDS::DBInstance  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBOptionGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBParameterGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBSecurityGroup  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBSnapshot  はい  はい  はい

AWS::RDS::DBSubnetGroup  はい  はい  はい

AWS::RDS::EventSubscription  はい  はい  はい

150



AWS Config デベロッパーガイド
アフリカおよび中東

リソースタイプ 中東 (バー
レーン)

アフリ
カ (ケー
プタウン)

中東 (アラブ
首長国連邦)

AWS::Redshift::Cluster  はい  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterParameterGroup  はい  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup  はい  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSnapshot  はい  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup  はい  はい  はい

AWS::Redshift::EventSubscription  はい  はい  はい

AWS::S3::AccountPublicAccessBlock  はい  はい  いいえ

AWS::S3::Bucket  はい  はい  はい

AWS::SNS::Topic  はい  はい  いいえ

AWS::SQS::Queue  はい  はい  いいえ

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::APS::RuleGroupsNamespace  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::APS::Workspace  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer  はい  はい  はい

AWS::AmazonMQ::Broker  はい  いいえ  いいえ

AWS::Amplify::App  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Amplify::Branch  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Amplify::Domain  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::ClientCertificate  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::DomainName  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::Method  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::RestApi  はい  はい  はい

AWS::ApiGateway::Stage  はい  はい  はい

AWS::ApiGatewayV2::Api  はい  はい  はい
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AWS::ApiGatewayV2::DomainName  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ApiGatewayV2::Route  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ApiGatewayV2::Stage  はい  はい  はい

AWS::AppConfig::Application  はい  はい  いいえ

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile  はい  はい  いいえ

AWS::AppConfig::Deployment  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppConfig::Environment  はい  はい  いいえ

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppFlow::Flow  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::Route  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualGateway  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualNode  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualRouter  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualService  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppRunner::Service  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppRunner::VpcConnector  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppStream::Application  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppStream::DirectoryConfig  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppStream::Fleet  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AppSync::GraphQLApi  はい  はい  いいえ

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Athena::DataCatalog  はい  はい  いいえ

AWS::Athena::NamedQuery  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Athena::PreparedStatement  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::Athena::WorkGroup  はい  はい  いいえ

AWS::AuditManager::Assessment  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::AutoScaling::WarmPool はい  はい  いいえ

AWS::Backup::BackupPlan  はい  はい  いいえ

AWS::Backup::BackupSelection  はい  はい  いいえ

AWS::Backup::BackupVault  はい  はい  いいえ

AWS::Backup::RecoveryPoint  はい  はい  いいえ

AWS::Backup::ReportPlan  はい  はい  いいえ

AWS::Batch::ComputeEnvironment  はい  はい  いいえ

AWS::Batch::JobQueue  はい  はい  いいえ

AWS::Batch::SchedulingPolicy  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Budgets::BudgetsAction  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Cassandra::Keyspace  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2  はい  はい  いいえ

AWS::CloudFormation::Stack  はい  はい  いいえ

AWS::CloudFront::Distribution  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::CloudFront::StreamingDistribution  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::CloudWatch::MetricStream  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::CodeArtifact::Repository  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::CodeBuild::Project  はい  はい  はい

AWS::CodeDeploy::Application  はい  はい  いいえ

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig  はい  はい  いいえ

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup  はい  はい  いいえ

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::Cognito::UserPoolGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Config::ConfigurationRecorder  はい  いいえ  いいえ

AWS::Config::ConformancePackCompliance  はい  いいえ  いいえ

AWS::Config::ResourceCompliance  はい  はい  はい

AWS::Connect::PhoneNumber  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Connect::QuickConnect  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::CustomerProfiles::Domain  いいえ  はい  いいえ

AWS::DAX::Cluster  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DAX::ParameterGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DAX::SubnetGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DMS::Certificate  はい  はい  いいえ

AWS::DMS::EventSubscription  はい  はい  いいえ

AWS::DMS::ReplicationInstance  はい  はい  いいえ

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup  はい  はい  いいえ

AWS::DMS::ReplicationTask  はい  はい  いいえ

AWS::DataBrew::Schedule  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DataSync::LocationEFS  はい  はい  いいえ

AWS::DataSync::LocationFSxLustre  はい  はい  いいえ

AWS::DataSync::LocationFSxWindows  はい  はい  いいえ

AWS::DataSync::LocationHDFS  はい  はい  いいえ

AWS::DataSync::LocationNFS  はい  はい  いいえ

AWS::DataSync::LocationObjectStorage  はい  はい  いいえ

AWS::DataSync::LocationS3  はい  はい  いいえ

AWS::DataSync::LocationSMB  はい  はい  いいえ
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AWS::DataSync::Task  はい  はい  はい

AWS::Detective::Graph  はい  はい  いいえ

AWS::DeviceFarm::InstanceProfile  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DeviceFarm::Project  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DeviceFarm::TestGridProject  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DirectoryService::MicrosoftAD  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DirectoryService::SimpleAD  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DocDB::DBCluster  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::DocDB::DBInstance  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::CapacityReservation  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::CapacityReservationFleet  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::CarrierGateway  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::DHCPOptions はい  はい  いいえ

AWS::EC2::EC2Fleet  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::IPAM はい  はい  いいえ

AWS::EC2::IPAMAllocation  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::IPAMPool  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::LaunchTemplate  はい  はい  いいえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis  はい  はい  いいえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::NetworkInsightsPath はい  はい  いいえ

AWS::EC2::PrefixList  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::RegisteredHAInstance  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::SpotFleet  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EC2::TrafficMirrorFilter はい  いいえ  いいえ

AWS::EC2::TrafficMirrorSession  はい  いいえ  いいえ

AWS::EC2::TrafficMirrorTarget  はい  いいえ  いいえ

AWS::EC2::TransitGateway  はい  はい  いいえ

AWS::EC2::TransitGatewayAttachment  はい  はい  いいえ

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable  はい  はい  いいえ

AWS::EC2::VolumeAttachment  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ECR::PublicRepository  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ECR::RegistryPolicy  はい  はい  はい

AWS::ECR::Repository  はい  はい  はい

AWS::ECS::Cluster  はい  はい  はい

AWS::ECS::PrimaryTaskSet  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ECS::Service  はい  はい  はい

AWS::ECS::TaskDefinition  はい  はい  はい

AWS::ECS::TaskSet  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EFS::AccessPoint  はい  はい  いいえ

AWS::EFS::FileSystem  はい  はい  いいえ

AWS::EKS::Addon  はい  はい  いいえ

AWS::EKS::Cluster  はい  はい  いいえ

AWS::EKS::FargateProfile  はい  はい  いいえ

AWS::EKS::IdentityProviderConfig  はい  はい  いいえ

AWS::EKS::Nodegroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EMR::Cluster  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EMR::InstanceFleetConfig  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::EMR::InstanceGroupConfig  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EMR::SecurityConfiguration  はい  はい  いいえ

AWS::EMR::Step  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::CacheCluster  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::ParameterGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::SubnetGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ElasticBeanstalk::Application  いいえ  はい  いいえ

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion  いいえ  はい  いいえ

AWS::ElasticBeanstalk::Environment  いいえ  はい  いいえ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener  はい  はい  いいえ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::Discoverer  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::Registry  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::Schema  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Events::ApiDestination  はい  はい  いいえ

AWS::Events::Archive  はい  はい  いいえ

AWS::Events::Connection  はい  はい  いいえ

AWS::Events::Endpoint  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Events::EventBus  はい  はい  いいえ

AWS::Events::Rule はい  はい  いいえ

AWS::Evidently::Launch  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Evidently::Project  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::FIS::ExperimentTemplate  はい  はい  いいえ

AWS::Forecast::Dataset  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Forecast::DatasetGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::EntityType  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::Label  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::Outcome  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::Variable  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::Alias  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::Build  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::GameSessionQueue  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GlobalAccelerator::Listener  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Glue::Classifier  はい  はい  いいえ

AWS::Glue::Crawler  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Glue::DevEndpoint  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Glue::Job  はい  はい  いいえ

AWS::Glue::MLTransform  はい  はい  いいえ

AWS::Glue::SecurityConfiguration  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Glue::Workflow  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GroundStation::Config  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::Detector  はい  はい  いいえ

AWS::GuardDuty::Filter  はい  はい  いいえ
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AWS::GuardDuty::IPSet  はい  はい  いいえ

AWS::GuardDuty::Master  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::Member  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet  はい  はい  いいえ

AWS::HealthLake::FHIRDatastore  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IVS::Channel  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IVS::PlaybackKeyPair  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IVS::RecordingConfiguration  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IVS::StreamKey  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::Component  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe  はい  はい  いいえ

AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration  はい  はい  いいえ

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration  はい  はい  いいえ

AWS::InspectorV2::Filter  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration  はい  いいえ  いいえ

AWS::IoT::Authorizer  はい  いいえ  はい

AWS::IoT::CustomMetric  はい  いいえ  いいえ

AWS::IoT::Dimension  はい  いいえ  いいえ

AWS::IoT::DomainConfiguration  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoT::FleetMetric  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoT::MitigationAction  はい  いいえ  いいえ

AWS::IoT::Policy  はい  いいえ  はい

AWS::IoT::ResourceSpecificLogging  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::IoT::RoleAlias  はい  いいえ  いいえ

AWS::IoT::ScheduledAudit  はい  いいえ  いいえ

AWS::IoT::SecurityProfile  はい  いいえ  いいえ

AWS::IoT::TopicRule  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoT::TopicRuleDestination  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Channel  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Dataset  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Datastore  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Pipeline  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTEvents::AlarmModel  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTEvents::DetectorModel  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTEvents::Input  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTSiteWise::AssetModel  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTSiteWise::Dashboard  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTSiteWise::Gateway  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTSiteWise::Portal  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTSiteWise::Project  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTTwinMaker::Entity  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTTwinMaker::Scene  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTTwinMaker::Workspace  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::IoTWireless::ServiceProfile  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::KMS::Alias  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Kinesis::Stream  はい  はい  いいえ

AWS::Kinesis::StreamConsumer  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::KinesisAnalytics::Application  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application  はい  はい  いいえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::KinesisVideo::SignalingChannel  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::KinesisVideo::Stream  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lex::Bot  いいえ  はい  いいえ

AWS::Lex::BotAlias  いいえ  はい  いいえ

AWS::Lex::BotVersion  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::LicenseManager::Grant  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::LicenseManager::License  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Bucket  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Certificate  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Container  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Database  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Disk  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Distribution  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Instance  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::LoadBalancer  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::StaticIp  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::Location::GeofenceCollection  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Location::PlaceIndex  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Location::Tracker  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Logs::Destination  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Logs::LogGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::LookoutMetrics::Alert  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::LookoutVision::Project  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::MSK::Cluster  はい  はい  いいえ

AWS::MWAA::Environment  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Macie::CustomDataIdentifier  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Macie::Session  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::MediaPackage::PackagingGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::MobileHub::Project  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Neptune::DBCluster  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::NetworkFirewall::Firewall  はい  はい  いいえ

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy  はい  はい  いいえ

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup  はい  はい  いいえ

AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::Device  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::Link  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::Site  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::OpenSearch::Domain  はい  はい  いいえ

AWS::Panorama::PackageVersion  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Personalize::Schema  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Personalize::Solution  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::App  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::Campaign  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::EmailChannel  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::Segment  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::QLDB::Ledger  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::QuickSight::DataSource  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::QuickSight::Theme  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RAM::ResourceShare  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBProxy  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RDS::GlobalCluster  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RDS::OptionGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RUM::AppMonitor  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Redshift::ScheduledAction  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RefactorSpaces::Environment  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RefactorSpaces::Service  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Rekognition::Project  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy  はい  はい  いいえ

AWS::RoboMaker::RobotApplication  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::RoboMaker::SimulationApplication  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53::DNSSEC  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53::HealthCheck  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53::HostedZone  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList  はい  はい  いいえ

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint  はい  はい  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverRule  はい  はい  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation  はい  はい  いいえ

AWS::S3::AccessPoint  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::S3::StorageLens  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy  いいえ  いいえ  いいえ
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AWS::SES::ConfigurationSet  はい  はい  いいえ

AWS::SES::ContactList  はい  はい  いいえ

AWS::SES::ReceiptFilter  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SES::ReceiptRuleSet  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SES::Template  はい  はい  いいえ

AWS::SNS::Subscription  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SSM::AssociationCompliance  はい  はい  はい

AWS::SSM::FileData  はい  はい  はい

AWS::SSM::ManagedInstanceInventory  はい  はい  はい

AWS::SSM::PatchCompliance  はい  はい  はい

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SSO::PermissionSet  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::AppImageConfig  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::CodeRepository  はい  はい  いいえ

AWS::SageMaker::Domain  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::Endpoint  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::EndpointConfig  はい  はい  いいえ

AWS::SageMaker::Image  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::Model  はい  はい  いいえ

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::NotebookInstance  はい  はい  いいえ

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig  はい  はい  いいえ

AWS::SageMaker::Workteam  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::SecretsManager::Secret  はい  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct  はい  はい  はい
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AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct  はい  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::Portfolio  はい  はい  はい

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace  はい  はい  いいえ

AWS::ServiceDiscovery::Instance  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace  はい  はい  いいえ

AWS::ServiceDiscovery::Service  はい  はい  いいえ

AWS::Shield::Protection  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::ShieldRegional::Protection  はい  はい  はい

AWS::Signer::SigningProfile  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::StepFunctions::Activity  はい  はい  いいえ

AWS::StepFunctions::StateMachine  はい  はい  いいえ

AWS::Synthetics::Group  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Timestream::Database  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Timestream::Table  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Transfer::Certificate  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::Transfer::Workflow  はい  はい  いいえ

AWS::VPCFirewall::Firewall  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::VPCFirewall::RuleGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::WAF::RateBasedRule  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::WAF::Rule  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::WAF::RuleGroup  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::WAF::WebACL  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::WAFRegional::RateBasedRule  はい  はい  はい

AWS::WAFRegional::Rule  はい  はい  はい
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AWS::WAFRegional::RuleGroup  はい  はい  はい

AWS::WAFRegional::WebACL  はい  はい  はい

AWS::WAFv2::IPSet  はい  はい  はい

AWS::WAFv2::ManagedRuleSet  はい  はい  はい

AWS::WAFv2::RegexPatternSet  はい  はい  はい

AWS::WAFv2::RuleGroup  はい  はい  はい

AWS::WAFv2::WebACL  はい  はい  はい

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::WorkSpaces::Workspace  いいえ  いいえ  いいえ

AWS::XRay::EncryptionConfig  いいえ  はい  はい

GovCloud リージョン

リソースタイプ AWS GovCloud 
(米国東部)

AWS GovCloud 
(米国西部)

AWS::ACM::Certificate  はい  はい

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup  はい  はい

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration  はい  はい

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy  はい  はい

AWS::AutoScaling::ScheduledAction  はい  はい

AWS::CloudTrail::Trail  はい  はい

AWS::CloudWatch::Alarm  はい  はい

AWS::CodePipeline::Pipeline  いいえ  いいえ

AWS::DynamoDB::Table  はい  はい

AWS::EC2::CustomerGateway  はい  はい

AWS::EC2::EIP  はい  はい

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway  はい  はい
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AWS::EC2::FlowLog  はい  はい

AWS::EC2::Host  はい  はい

AWS::EC2::Instance  はい  はい

AWS::EC2::InternetGateway  はい  はい

AWS::EC2::NatGateway  はい  はい

AWS::EC2::NetworkAcl  はい  はい

AWS::EC2::NetworkInterface  はい  はい

AWS::EC2::RouteTable  はい  はい

AWS::EC2::SecurityGroup  はい  はい

AWS::EC2::Subnet  はい  はい

AWS::EC2::VPC  はい  はい

AWS::EC2::VPCEndpoint  はい  はい

AWS::EC2::VPCEndpointService  いいえ  はい

AWS::EC2::VPCPeeringConnection  はい  はい

AWS::EC2::VPNConnection  はい  はい

AWS::EC2::VPNGateway  はい  はい

AWS::EC2::Volume  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer  はい  はい

AWS::Elasticsearch::Domain  はい  はい

AWS::IAM::Group  はい  はい

AWS::IAM::Policy  はい  はい

AWS::IAM::Role  はい  はい

AWS::IAM::User  はい  はい

AWS::KMS::Key  はい  はい

AWS::Lambda::Alias  いいえ  いいえ
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AWS::Lambda::Function  はい  はい

AWS::RDS::DBCluster  はい  はい

AWS::RDS::DBClusterParameterGroup  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBClusterSnapshot  はい  はい

AWS::RDS::DBInstance  はい  はい

AWS::RDS::DBOptionGroup  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBParameterGroup  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBSecurityGroup  はい  はい

AWS::RDS::DBSnapshot  はい  はい

AWS::RDS::DBSubnetGroup  はい  はい

AWS::RDS::EventSubscription  はい  はい

AWS::Redshift::Cluster  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterParameterGroup  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSnapshot  はい  はい

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup  はい  はい

AWS::Redshift::EventSubscription  はい  はい

AWS::S3::AccountPublicAccessBlock  はい  はい

AWS::S3::Bucket  はい  はい

AWS::SNS::Topic  はい  はい

AWS::SQS::Queue  はい  はい

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority  いいえ  いいえ

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation  いいえ  いいえ

AWS::APS::RuleGroupsNamespace  いいえ  いいえ

AWS::APS::Workspace  いいえ  いいえ

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer  はい  はい
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AWS::AmazonMQ::Broker  はい  はい

AWS::Amplify::App  いいえ  いいえ

AWS::Amplify::Branch  いいえ  いいえ

AWS::Amplify::Domain  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::ClientCertificate  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::DomainName  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::Method  いいえ  いいえ

AWS::ApiGateway::RestApi  はい  はい

AWS::ApiGateway::Stage  はい  はい

AWS::ApiGatewayV2::Api  はい  はい

AWS::ApiGatewayV2::DomainName  いいえ  いいえ

AWS::ApiGatewayV2::Route  いいえ  いいえ

AWS::ApiGatewayV2::Stage  はい  はい

AWS::AppConfig::Application  はい  はい

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile  はい  はい

AWS::AppConfig::Deployment  いいえ  いいえ

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy  いいえ  いいえ

AWS::AppConfig::Environment  はい  はい

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion  いいえ  いいえ

AWS::AppFlow::Flow  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::Route  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualGateway  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualNode  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualRouter  いいえ  いいえ

AWS::AppMesh::VirtualService  いいえ  いいえ

AWS::AppRunner::Service  いいえ  いいえ
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AWS::AppRunner::VpcConnector  いいえ  いいえ

AWS::AppStream::Application  いいえ  いいえ

AWS::AppStream::DirectoryConfig  いいえ はい

AWS::AppStream::Fleet  いいえ  いいえ

AWS::AppSync::GraphQLApi  いいえ  いいえ

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget  いいえ  いいえ

AWS::Athena::DataCatalog  はい  はい

AWS::Athena::NamedQuery  いいえ  いいえ

AWS::Athena::PreparedStatement  いいえ  いいえ

AWS::Athena::WorkGroup  はい  はい

AWS::AuditManager::Assessment  いいえ  いいえ

AWS::AutoScaling::WarmPool はい はい

AWS::Backup::BackupPlan  はい  はい

AWS::Backup::BackupSelection  はい  はい

AWS::Backup::BackupVault  はい  はい

AWS::Backup::RecoveryPoint  はい  はい

AWS::Backup::ReportPlan  いいえ  いいえ

AWS::Batch::ComputeEnvironment  はい  はい

AWS::Batch::JobQueue  はい  はい

AWS::Batch::SchedulingPolicy  いいえ  いいえ

AWS::Budgets::BudgetsAction  いいえ  いいえ

AWS::Cassandra::Keyspace  いいえ  いいえ

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2  いいえ  いいえ

AWS::CloudFormation::Stack  はい  はい

AWS::CloudFront::Distribution  いいえ  いいえ

AWS::CloudFront::StreamingDistribution  いいえ  いいえ
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AWS::CloudWatch::MetricStream  いいえ  いいえ

AWS::CodeArtifact::Repository  いいえ  いいえ

AWS::CodeBuild::Project  はい  はい

AWS::CodeDeploy::Application  いいえ  いいえ

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig  いいえ  いいえ

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup  いいえ  いいえ

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup  いいえ  いいえ

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation  いいえ  いいえ

AWS::Cognito::UserPoolGroup  いいえ  いいえ

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider  いいえ  いいえ

AWS::Config::ConfigurationRecorder  いいえ  いいえ

AWS::Config::ConformancePackCompliance  いいえ  いいえ

AWS::Config::ResourceCompliance  はい  はい

AWS::Connect::PhoneNumber  いいえ  いいえ

AWS::Connect::QuickConnect  いいえ  いいえ

AWS::CustomerProfiles::Domain  いいえ  いいえ

AWS::DAX::Cluster  いいえ  いいえ

AWS::DAX::ParameterGroup  いいえ  いいえ

AWS::DAX::SubnetGroup  いいえ  いいえ

AWS::DMS::Certificate  はい  はい

AWS::DMS::EventSubscription  はい  はい

AWS::DMS::ReplicationInstance  はい  はい

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup  はい  はい

AWS::DMS::ReplicationTask  はい  はい

AWS::DataBrew::Schedule  いいえ  いいえ

AWS::DataSync::LocationEFS  はい  はい

172



AWS Config デベロッパーガイド
GovCloud

リソースタイプ AWS GovCloud 
(米国東部)

AWS GovCloud 
(米国西部)

AWS::DataSync::LocationFSxLustre  はい  はい

AWS::DataSync::LocationFSxWindows  はい  はい

AWS::DataSync::LocationHDFS  はい  はい

AWS::DataSync::LocationNFS  はい  はい

AWS::DataSync::LocationObjectStorage  はい  はい

AWS::DataSync::LocationS3  はい  はい

AWS::DataSync::LocationSMB  はい  はい

AWS::DataSync::Task  はい  はい

AWS::Detective::Graph  はい  はい

AWS::DeviceFarm::InstanceProfile  いいえ  いいえ

AWS::DeviceFarm::Project  いいえ  いいえ

AWS::DeviceFarm::TestGridProject  いいえ  いいえ

AWS::DirectoryService::MicrosoftAD  いいえ  いいえ

AWS::DirectoryService::SimpleAD  いいえ  いいえ

AWS::DocDB::DBCluster  いいえ  いいえ

AWS::DocDB::DBInstance  いいえ  いいえ

AWS::EC2::CapacityReservation  いいえ  いいえ

AWS::EC2::CapacityReservationFleet  いいえ  いいえ

AWS::EC2::CarrierGateway  いいえ  いいえ

AWS::EC2::DHCPOptions はい はい

AWS::EC2::EC2Fleet  いいえ  いいえ

AWS::EC2::IPAM  いいえ  いいえ

AWS::EC2::IPAMAllocation  いいえ  いいえ

AWS::EC2::IPAMPool  いいえ  いいえ

AWS::EC2::LaunchTemplate  はい  はい

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope  いいえ  いいえ
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AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis  いいえ  いいえ

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis  いいえ  いいえ

AWS::EC2::NetworkInsightsPath  いいえ  いいえ

AWS::EC2::PrefixList  いいえ  いいえ

AWS::EC2::RegisteredHAInstance  いいえ  いいえ

AWS::EC2::SpotFleet  いいえ  いいえ

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation  いいえ  いいえ

AWS::EC2::TrafficMirrorFilter はい はい

AWS::EC2::TrafficMirrorSession  はい  はい

AWS::EC2::TrafficMirrorTarget  はい  はい

AWS::EC2::TransitGateway  いいえ  いいえ

AWS::EC2::TransitGatewayAttachment  はい  はい

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable  はい  はい

AWS::EC2::VolumeAttachment  いいえ  いいえ

AWS::ECR::PublicRepository  いいえ  いいえ

AWS::ECR::RegistryPolicy  いいえ  いいえ

AWS::ECR::Repository  はい  はい

AWS::ECS::Cluster  はい  はい

AWS::ECS::PrimaryTaskSet  いいえ  いいえ

AWS::ECS::Service  はい  はい

AWS::ECS::TaskDefinition  はい  はい

AWS::ECS::TaskSet  いいえ  いいえ

AWS::EFS::AccessPoint  はい  はい

AWS::EFS::FileSystem  はい  はい

AWS::EKS::Addon  はい  はい

AWS::EKS::Cluster  はい  はい
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AWS::EKS::FargateProfile  いいえ  いいえ

AWS::EKS::IdentityProviderConfig  はい  はい

AWS::EKS::Nodegroup  いいえ  いいえ

AWS::EMR::Cluster  いいえ  いいえ

AWS::EMR::InstanceFleetConfig  いいえ  いいえ

AWS::EMR::InstanceGroupConfig  いいえ  いいえ

AWS::EMR::SecurityConfiguration  はい  はい

AWS::EMR::Step  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::CacheCluster  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::ParameterGroup  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup  いいえ  いいえ

AWS::ElastiCache::SubnetGroup  いいえ  いいえ

AWS::ElasticBeanstalk::Application  はい  はい

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion  はい  はい

AWS::ElasticBeanstalk::Environment  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener  はい  はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule  いいえ  いいえ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::Discoverer  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::Registry  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy  いいえ  いいえ

AWS::EventSchemas::Schema  いいえ  いいえ

AWS::Events::ApiDestination  いいえ  いいえ

AWS::Events::Archive  いいえ  いいえ

AWS::Events::Connection  いいえ  いいえ

AWS::Events::Endpoint  いいえ  いいえ
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AWS::Events::EventBus  はい  はい

AWS::Events::Rule はい はい

AWS::Evidently::Launch  いいえ  いいえ

AWS::Evidently::Project  いいえ  いいえ

AWS::FIS::ExperimentTemplate  はい  はい

AWS::Forecast::Dataset  いいえ  いいえ

AWS::Forecast::DatasetGroup  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::EntityType  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::Label  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::Outcome  いいえ  いいえ

AWS::FraudDetector::Variable  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::Alias  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::Build  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::GameSessionQueue  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet  いいえ  いいえ

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator  いいえ  いいえ

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup  いいえ  いいえ

AWS::GlobalAccelerator::Listener  いいえ  いいえ

AWS::Glue::Classifier  はい  はい

AWS::Glue::Crawler  いいえ  いいえ

AWS::Glue::DevEndpoint  いいえ  いいえ

AWS::Glue::Job  はい  はい

AWS::Glue::MLTransform  いいえ  いいえ

AWS::Glue::SecurityConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::Glue::Workflow  いいえ  いいえ
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AWS::GroundStation::Config  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::Detector  はい  はい

AWS::GuardDuty::Filter  はい  はい

AWS::GuardDuty::IPSet  はい  はい

AWS::GuardDuty::Master  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::Member  いいえ  いいえ

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet  はい  はい

AWS::HealthLake::FHIRDatastore  いいえ  いいえ

AWS::IVS::Channel  いいえ  いいえ

AWS::IVS::PlaybackKeyPair  いいえ  いいえ

AWS::IVS::RecordingConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::IVS::StreamKey  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::Component  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe  はい  はい

AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration  はい  はい

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe  いいえ  いいえ

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration  はい はい

AWS::InspectorV2::Filter  いいえ  いいえ

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration  はい  はい

AWS::IoT::Authorizer  はい  はい

AWS::IoT::CustomMetric  はい  はい

AWS::IoT::Dimension  はい  はい

AWS::IoT::DomainConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::IoT::FleetMetric  いいえ  いいえ

AWS::IoT::MitigationAction  はい  はい
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AWS::IoT::Policy  はい  はい

AWS::IoT::ResourceSpecificLogging  いいえ  いいえ

AWS::IoT::RoleAlias  はい  はい

AWS::IoT::ScheduledAudit  はい  はい

AWS::IoT::SecurityProfile  はい  はい

AWS::IoT::TopicRule  いいえ  いいえ

AWS::IoT::TopicRuleDestination  いいえ  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Channel  いいえ  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Dataset  いいえ  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Datastore  いいえ  いいえ

AWS::IoTAnalytics::Pipeline  いいえ  いいえ

AWS::IoTEvents::AlarmModel  いいえ  はい

AWS::IoTEvents::DetectorModel  いいえ  はい

AWS::IoTEvents::Input  いいえ  はい

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy  いいえ  いいえ

AWS::IoTSiteWise::AssetModel  いいえ  はい

AWS::IoTSiteWise::Dashboard  いいえ  いいえ

AWS::IoTSiteWise::Gateway  いいえ  はい

AWS::IoTSiteWise::Portal  いいえ  はい

AWS::IoTSiteWise::Project  いいえ  いいえ

AWS::IoTTwinMaker::Entity  いいえ  いいえ

AWS::IoTTwinMaker::Scene  いいえ  いいえ

AWS::IoTTwinMaker::Workspace  いいえ  いいえ

AWS::IoTWireless::ServiceProfile  いいえ  いいえ

AWS::KMS::Alias  いいえ  いいえ

AWS::Kinesis::Stream  はい  はい
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AWS::Kinesis::StreamConsumer  はい  はい

AWS::KinesisAnalytics::Application  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application  はい  はい

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput  いいえ  いいえ

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource  いいえ  いいえ

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream  いいえ  いいえ

AWS::KinesisVideo::SignalingChannel  いいえ  いいえ

AWS::KinesisVideo::Stream  いいえ  いいえ

AWS::Lex::Bot  いいえ  いいえ

AWS::Lex::BotAlias  いいえ  いいえ

AWS::Lex::BotVersion  いいえ  いいえ

AWS::LicenseManager::Grant  いいえ  いいえ

AWS::LicenseManager::License  いいえ  いいえ

AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Bucket  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Certificate  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Container  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Database  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Disk  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Distribution  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::Instance  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::LoadBalancer  いいえ  いいえ

AWS::Lightsail::StaticIp  いいえ  いいえ
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AWS::Location::GeofenceCollection  いいえ  いいえ

AWS::Location::PlaceIndex  いいえ  いいえ

AWS::Location::Tracker  いいえ  いいえ

AWS::Logs::Destination  いいえ  いいえ

AWS::Logs::LogGroup  いいえ  いいえ

AWS::LookoutMetrics::Alert  いいえ  いいえ

AWS::LookoutVision::Project  いいえ  いいえ

AWS::MSK::Cluster  はい  はい

AWS::MWAA::Environment  いいえ  いいえ

AWS::Macie::CustomDataIdentifier  いいえ  いいえ

AWS::Macie::Session  いいえ  いいえ

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::MediaPackage::PackagingGroup  いいえ  いいえ

AWS::MobileHub::Project  いいえ  いいえ

AWS::Neptune::DBCluster  いいえ  いいえ

AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup  いいえ  いいえ

AWS::NetworkFirewall::Firewall  はい  はい

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy  はい  はい

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup  はい  はい

AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::Device  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::Link  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::Site  いいえ  いいえ

AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration  いいえ はい
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AWS::OpenSearch::Domain  はい  はい

AWS::Panorama::PackageVersion  いいえ  いいえ

AWS::Personalize::Schema  いいえ  いいえ

AWS::Personalize::Solution  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::App  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings  いいえ はい

AWS::Pinpoint::Campaign  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::EmailChannel  いいえ  いいえ

AWS::Pinpoint::Segment  いいえ はい

AWS::QLDB::Ledger  いいえ  いいえ

AWS::QuickSight::DataSource  いいえ  いいえ

AWS::QuickSight::Theme  いいえ  いいえ

AWS::RAM::ResourceShare  いいえ  いいえ

AWS::RDS::DBProxy  いいえ  いいえ

AWS::RDS::GlobalCluster  いいえ  いいえ

AWS::RDS::OptionGroup  いいえ  いいえ

AWS::RUM::AppMonitor  いいえ  いいえ

AWS::Redshift::ScheduledAction  いいえ  いいえ

AWS::RefactorSpaces::Environment  いいえ  いいえ

AWS::RefactorSpaces::Service  いいえ  いいえ

AWS::Rekognition::Project  いいえ  いいえ

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy  いいえ  いいえ

AWS::RoboMaker::RobotApplication  いいえ はい

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion  いいえ  はい

AWS::RoboMaker::SimulationApplication  いいえ はい

AWS::Route53::DNSSEC  いいえ  いいえ
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AWS::Route53::HealthCheck  いいえ  いいえ

AWS::Route53::HostedZone  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup  いいえ  いいえ

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList  はい  はい

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint  はい  はい

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation  いいえ  いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverRule  はい  はい

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation  はい  はい

AWS::S3::AccessPoint  いいえ  いいえ

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint  いいえ  いいえ

AWS::S3::StorageLens  いいえ  いいえ

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint  いいえ  いいえ

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy  いいえ  いいえ

AWS::SES::ConfigurationSet  いいえ  はい

AWS::SES::ContactList  いいえ  はい

AWS::SES::ReceiptFilter  いいえ  いいえ
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AWS::SES::ReceiptRuleSet  いいえ  いいえ

AWS::SES::Template  いいえ  はい

AWS::SNS::Subscription  いいえ  いいえ

AWS::SSM::AssociationCompliance  はい  はい

AWS::SSM::FileData  はい  はい

AWS::SSM::ManagedInstanceInventory  はい  はい

AWS::SSM::PatchCompliance  はい  はい

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration  いいえ  いいえ

AWS::SSO::PermissionSet  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::AppImageConfig  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::CodeRepository  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::Domain  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::Endpoint  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::EndpointConfig  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::Image  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::Model  いいえ はい

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition  いいえ  いいえ

AWS::SageMaker::NotebookInstance  いいえ  はい

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig  いいえ  はい

AWS::SageMaker::Workteam  いいえ  いいえ

AWS::SecretsManager::Secret  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct  はい  はい

AWS::ServiceCatalog::Portfolio  はい  はい

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace  はい  はい

AWS::ServiceDiscovery::Instance  いいえ  いいえ
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AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace  いいえ  いいえ

AWS::ServiceDiscovery::Service  はい  はい

AWS::Shield::Protection  いいえ  いいえ

AWS::ShieldRegional::Protection  いいえ  いいえ

AWS::Signer::SigningProfile  いいえ  いいえ

AWS::StepFunctions::Activity  いいえ  いいえ

AWS::StepFunctions::StateMachine  はい  はい

AWS::Synthetics::Group  いいえ  いいえ

AWS::Timestream::Database  いいえ  いいえ

AWS::Timestream::Table  いいえ  いいえ

AWS::Transfer::Certificate  いいえ  いいえ

AWS::Transfer::Workflow  はい  はい

AWS::VPCFirewall::Firewall  いいえ  いいえ

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy  いいえ  いいえ

AWS::VPCFirewall::RuleGroup  いいえ  いいえ

AWS::WAF::RateBasedRule  いいえ  いいえ

AWS::WAF::Rule  いいえ  いいえ

AWS::WAF::RuleGroup  いいえ  いいえ

AWS::WAF::WebACL  いいえ  いいえ

AWS::WAFRegional::RateBasedRule  はい  はい

AWS::WAFRegional::Rule  はい  はい

AWS::WAFRegional::RuleGroup  はい  はい

AWS::WAFRegional::WebACL  はい  はい

AWS::WAFv2::IPSet  はい  はい

AWS::WAFv2::ManagedRuleSet  はい  はい

AWS::WAFv2::RegexPatternSet  はい  はい
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AWS::WAFv2::RuleGroup  はい  はい

AWS::WAFv2::WebACL  はい  はい

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias  いいえ  いいえ

AWS::WorkSpaces::Workspace  いいえ  はい

AWS::XRay::EncryptionConfig  いいえ  いいえ

設定項目のコンポーネント
設定項目は以下のコンポーネントで構成されます。

コンポーネント 説明 [Contains] (次を含む)

メタデータ この設定項目に関する情報 • バージョン ID
• 設定項目がキャプチャされた時刻
• 設定項目が正常にキャプチャされたかどうか

を示す、設定項目のステータス
• リソースの設定項目の順序を示す状態 ID

属性 リソース属性 • Resource ID (リソース ID)
• このリソースのキーバリュータグのリスト　
• リソースタイプ (「サポートされているリ

ソースタイプ (p. 11)」を参照)
• Amazon リソースネーム (ARN)
• このリソースが含まれているアベイラビリ

ティーゾーン (該当する場合)
• リソースが作成された時刻

関係 このリソースと、アカウントに
関連付けられた他のリソースと
の関係

関係の説明 (Amazon EBS ボリューム
vol-1234567 は Amazon EC2 インスタンス
i-a1b2c3d4 にアタッチされているなど)

現行の設定 リソースの Describe または List 
の API 呼び出しを通じて返され
る情報

例えば、DescribeVolumes API はボリューム
に関する以下の情報を返します。

• ボリュームがあるアベイラビリティーゾーン
• ボリュームがアタッチされた時刻
• アタッチ先の EC2 インスタンスの ID
• ボリュームの現在のステータス
• DeleteOnTermination フラグの状態
• ボリュームのアタッチ先のデバイス
• ボリュームのタイプ (gp2, 
io1,、standard など)

185



AWS Config デベロッパーガイド
サービスの制限

メモ

1. 設定項目の関係には、ネットワークフローやデータフローの依存関係は含まれません。アプリケーショ
ンアーキテクチャを反映するように設定項目をカスタマイズすることはできません。

2. AWS Config では、CloudTrail 証跡および CloudFront ストリーミングディストリビューションのキー/値
タグは記録されません。

3. バージョン 1.3 では、relatedEvents フィールドは空です。リソースのイベントを取得する方法について
は、AWS CloudTrail API リファレンスの LookupEvents API を参照してください。

4. バージョン 1.3 では、configurationItemMD5Hash フィールドは空です。configurationStateId フィール
ドを使用すると、最新の設定項目があることを確認できます。

サービスの制限
次の表では、AWS Config 内の制限について説明します。特に明記されていない限り、クォータはリクエ
ストに応じて引き上げることができます。クォータの引き上げをリクエストできます。

その他の AWS での制限については、AWS のサービスの制限を参照してください。

AWS Config サービスの制限

説明 制限値 引き上げ可能

1 アカウント (1 リージョン) あた
りの AWS Config ルールの最大
数

400 はい

設定アグリゲータの最大数 50 はい

アグリゲータ内のアカウントの
最大数

10000 いいえ

すべてのアグリゲータで週ごと
に追加または削除されるアカウ
ントの最大数

1,000 はい

タグの最大数 50 いいえ

1 つのアカウントと 1 つのリー
ジョンに保存されたクエリの最
大数

300 はい

単一アカウントのコンフォーマンスパック

説明 制限値 引き上げ可能

アカウントあたりのコンフォー
マンスパックの最大数

50 いいえ

コンフォーマンスパックあたり
の AWS Config ルールの最大数

130 いいえ

すべてのコンフォーマンスパッ
クにおけるアカウントあたり、
リージョンあたりの AWS Config 
ルールの最大数

150 いいえ

186

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/APIReference/API_LookupEvents.html
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-config-service
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html


AWS Config デベロッパーガイド
サービスの制限

Note

アカウントあたりのリージョンごとの AWS Config ルールの最大数に対する制限のコンフォーマ
ンスパック数における AWS Config ルール。

組織コンフォーマンスパック

説明 制限値 引き上げ可能

組織ごとのコンフォーマンス
パックの最大数

50 いいえ

組織コンフォーマンスパックあ
たりの AWS Config ルールの最
大数

130 いいえ

すべての組織コンフォーマンス
パックにおけるアカウントあた
り、リージョンあたりの AWS 
Config ルールの最大数

350 いいえ

Note

組織レベルでデプロイすると、子アカウントの制限でカウントされます。アカウントあたりの
リージョンごとの AWS Config ルールの最大数に対する制限のコンフォーマンスパック数におけ
る AWS Config ルール。

組織の Config ルール

説明 制限値 引き上げ可能

組織ごとの組織 AWS Config 
ルールの最大数

150 いいえ

Note

組織レベルでデプロイすると、子アカウントの制限でカウントされます。
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AWS Config の使用の開始
AWS Config は、AWS アカウントにある AWS リソースに関する設定の詳細ビューを提供します。AWS 
Config を使うと、構成や AWS リソース間の関係の変更を確認したり、リソース設定履歴を調査したり、
またはルールを使用してコンプライアンスを判断することができます。詳細については、「AWS Config 
とは?」および「AWS Config の詳細」を参照してください。

機能
AWS Config を設定すると、以下の操作を実施できます。

リソース管理

• AWS Config で記録するリソースタイプを指定する。

• 設定スナップショット (リクエストした場合) と設定履歴を受け取るように Amazon S3 バケットを設定
する。

• 設定のストリーミング通知を送信するように Amazon SNS を設定する。
• Amazon S3 バケットと Amazon SNS トピックへのアクセス許可を AWS Config に付与する。

詳細については、「AWS リソースの設定および履歴の表示」および「AWS リソースの設定および履歴
の管理」を参照してください。

ルールおよびコンフォーマンスパック

• 記録済みのリソースタイプのコンプライアンス情報を評価するために AWS Config で使用するルールを
指定する。

• コンフォーマンスパック、AWS Config アカウントで単一のエンティティとしてデプロイおよびモニタ
リングできる AWS ルールと修復アクションの集合。

詳細については、「AWS Config ルールを使用したリソースの評価」をおよび「コンフォーマンスパッ
ク」参照してください。

アグリゲーター

• アグリゲーターを使用すると、リソースのインベントリとコンプライアンスを一元的に把握できます。
アグリゲーターは、複数のAWS アカウントと AWS リージョンから AWS Config設定データとコンプラ
イアンスデータを収集する AWS Config のリソースタイプです。

詳細については、[マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約] を参照してください。

高度なクエリ

• サンプルクエリのいずれかを使用するか、AWS リソースの構成スキーマを参照して独自のクエリを作成
します。

詳細については、[AWS リソースの現在の設定状態のクエリ] を参照してください。
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AWS へのサインアップ
トピック

• AWS アカウントにサインアップする (p. 189)
• 管理ユーザーを作成する (p. 189)

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。
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管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

AWS Config を使用する
AWS アカウントにサインアップすると、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS SDK を使
用して AWS Config を開始できます。AWS CLI または AWS SDK の使用の詳細については、「AWS CLI 
を使用した AWS Config のセットアップ (p. 197)」および「AWS Config の AWS ソフトウェア開発キッ
ト (p. 8207)」を参照してください。

迅速かつ効率的に作業を進めるには、コンソールを使用することもできます。詳しくは、「コンソールに
よる AWS Config の設定 (p. 190)」を参照してください。

• コンソールによる AWS Config の設定
• AWS CLI による AWS Config のセットアップ
• このサービスを AWS SDK で使用する
• コンソールで AWS Config ルールを使用する

コンソールによる AWS Config の設定
AWS Management Console では、AWS Config のセットアップを迅速かつ効率的に行えます。

機能
AWS Management Console で AWS Config の使用を開始すると、以下の操作を実行できます。

リソース管理

• AWS Config で記録するリソースタイプを指定する。
• 設定スナップショット (リクエストした場合) と設定履歴を受け取るように Amazon S3 バケットを設定

する。
• 設定のストリーミング通知を送信するように Amazon SNS を設定する。
• Amazon S3 バケットと Amazon SNS トピックへのアクセス許可を AWS Config に付与する。

詳細については、「AWS リソースの設定および履歴の表示」および「AWS リソースの設定および履歴
の管理」を参照してください。

ルールおよびコンフォーマンスパック

• 記録済みのリソースタイプのコンプライアンス情報を評価するために AWS Config で使用するルールを
指定する。

• コンフォーマンスパック、AWS Config アカウントで単一のエンティティとしてデプロイおよびモニタ
リングできる AWS ルールと修復アクションの集合。

詳細については、「AWS Config ルールを使用したリソースの評価」をおよび「コンフォーマンスパッ
ク」参照してください。
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アグリゲーター

• アグリゲーターを使用すると、リソースのインベントリとコンプライアンスを一元的に把握できます。
アグリゲーターは、複数のAWS アカウントと AWS リージョンから AWS Config設定データとコンプラ
イアンスデータを収集する AWS Config のリソースタイプです。

詳細については、[マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約] を参照してください。

高度なクエリ

• サンプルクエリのいずれかを使用するか、AWS リソースの構成スキーマを参照して独自のクエリを作成
します。

詳細については、[AWS リソースの現在の設定状態のクエリ] を参照してください。

セットアップ
コンソールで AWS Config を設定するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. AWS Config コンソールを初めて開く場合や新しいリージョンで AWS Config を設定する場合、AWS 
Config コンソールページは次のように表示されます。

3. [1-click setup] (1-click セットアップ) を選択して、AWS ベストプラクティスに基づいて AWS Config 
を起動します。また、「使用開始」を選択して、より詳細なセットアッププロセスに進むこともでき
ます。

トピック
• ワンクリックセットアップ (p. 191)
• 手動セットアップ (p. 193)

ワンクリックセットアップ
AWS Config ワンクリックセットアップは、手動による選択数を減らして、AWS Config コンソールの導入
プロセスを簡略化するのに役立ちます。

Note

「使用開始」プロセスの詳細については、「手動セットアップ」を参照してください。
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ワンクリックセットアップを使用して AWS Config コンソールをセットアップするには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

Note

AWS Config コンソールを初めて開く場合や新しい AWS Config リージョンで AWS を設定す
る場合、AWS Config コンソールページは次のように表示されます。

2. [1-click setup] (ワンクリックセットアップ) を選択します。

セットアップページには 3 つのステップが含まれていますが、[1-click setup] (ワンクリックセットアップ) 
ワークフローでは、自動的にステップ 3 (レビュー) に誘導されます。次に、その手順の内訳を示します。

• 設定: AWS Config コンソールがリソースとロールを記録する方法を選択し、設定履歴と設定スナップ
ショットファイルの送信先を選択します。

• ルール:ルールをサポートしているリージョンの場合、このサブセクションで、アカウントに追加できる
初期 AWS マネージドルールを設定できます。

Note

設定後に、AWS Config は選択されたルールを適用して AWS リソースを評価します。追加の
ルールを作成したり、既存のルールを更新したり、設定後にアカウントで更新できます。ルー
ルの詳細については、「AWS Config ルールの管理」を参照してください。

• 確認:設定の詳細を確認します。

設定
全般設定

[記録するリソースタイプ] で、[このリージョンでサポートされている現在および将来のすべてのリソース
を記録する] オプションが自動的に選択されます。このオプションを選択した場合、AWS Config が新しい
タイプのリージョナルリソースのサポートを追加すると、そのタイプのリソースの記録が自動的に開始さ
れます。詳細については、[サポートされるリソースタイプ] を参照してください。

AWS Config では、サポートされる AWS リソースタイプと AWS CloudFormation レジストリに登録され
るサードパーティーのリソースタイプの設定変更が記録されます。AWS Config では新たにサポートされ
る AWS リソースタイプの記録が自動的に開始されます。また、AWS Config では、サードパーティーのリ
ソースとカスタムリソースタイプの記録も自動的に開始され、AWS CloudFormation で管理されます。
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Note

デフォルトでは、ワンクリックセットアップワークフローには、[Include global resources] (グ
ローバルリソースを含む) オプションは含まれません (AWS Identity and Access Management 
(IAM) リソースなど)。
Note

AWS Config 評価数が多い
AWS Config で記録した最初の月のアカウントアクティビティが、その後の月と比較して増加
していることに気付くかもしれません。最初のブートストラッププロセス中に、AWS Config 
は、AWS Config の記録対象として選択したアカウント内のすべてのリソースを調べます。
一時的なワークロードを実行している場合、これらの一時リソースの作成と削除に関連する設定
の変更を記録するため、AWS Config のアクティビティが増加する可能性があります。一時的な
ワークロードとは、必要なときにロードされて実行されるコンピューティングリソースを一時的
に使用することです。例には、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) スポットインスタ
ンスや Amazon EMR ジョブ、および AWS Auto Scaling があります。一時的なワークロードの実
行によるアクティビティの増加を避けたい場合は、AWS Config をオフにした別のアカウントで
この種のワークロードを実行し、設定の記録とルール評価の増加を回避することができます。

[既存の AWS Config サービスにリンクされたロールを使用] オプションが AWS Config ロールに対して選
択されています。

• サービスにリンクされたロールは、AWS Config によって事前に定義されたロールであり、サービスか
ら AWS の他のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可を備えています。

配信方法

このセクションでは、[Choose a bucket from your account] (アカウントからバケットを選択してください) 
が選択されています。この選択は、config-bucketaccountid 形式 (たとえば、config-bucket-012345678901) 
の名前が付けられたアカウントのバケットがデフォルトになります。その形式でバケットを作成していな
い場合は、自動的に作成されます。

S3 バケットの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットの概要」を
参照してください。

Note

S3 バケットをまだ作成していない場合は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの
「バケットの作成」に移動してください。

[Rules] (ルール)
AWS マネージド型ルールについては、このステップではルールは選択されていません。アカウントの設定
が完了した後にルールを作成および更新することをお勧めします。

確認
AWS Config の設定の詳細を確認します。戻って各セクションの変更を編集できます。AWS Config の設定
を完了するには、[Confirm] (確認) を選択します。

手動セットアップ
[Get started] (使用開始) ワークフローでは、セットアッププロセスをすべて手動で選択して、AWS Config 
コンソールの使用を開始できます。

Note

ワンクリックセットアッププロセスの詳細については、「ワンクリックセットアップ」を参照し
てください、を参照してください。
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[Get started] (使用開始) を使ってコンソールで AWS Config をセットアップするには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

Note

AWS Config コンソールを初めて開く場合や新しい AWS Config リージョンで AWS を設定す
る場合、AWS Config コンソールページは次のように表示されます。

2. [Get started] (開始する) を選択します。

セットアップページには 3 つのステップがあります。以下に、[Get started] (使用開始) を選択した後の手
順の内訳を示します。

• 設定: AWS Config コンソールがリソースとロールを記録する方法を選択し、設定履歴と設定スナップ
ショットファイルの送信先を選択します。

• ルール:ルールをサポートしているリージョンの場合、このサブセクションで、アカウントに追加できる
初期 AWS マネージドルールを設定できます。

Note

設定後に、AWS Config は選択されたルールを適用して AWS リソースを評価します。追加の
ルールを作成したり、既存のルールを更新したり、設定後にアカウントで更新できます。ルー
ルの詳細については、「AWS Config ルールの管理」を参照してください。

• 確認:設定の詳細を確認します。

設定
全般設定

1. 設定 ページの 記録するリソースタイプ で、AWS Config で記録するすべてのリソースタイプを指定し
ます。リソースタイプは、AWS リソース、サードパーティーのリソース、またはカスタムリソースで
す。これらのオプションの詳細については、「AWS Config で記録するリソースの選択 (p. 243)」を
参照してください。

• このリージョンでサポートされている現在および将来のすべてのリソースを記録する
• AWS Config では、サポートされる AWS リソースタイプと AWS CloudFormation レジストリに

登録されるサードパーティーのリソースタイプの設定変更が記録されます。AWS Config では新
たにサポートされる AWS リソースタイプの記録が自動的に開始されます。また、AWS Config で
は、サードパーティーのリソースとカスタムリソースタイプの記録も自動的に開始され、AWS 
CloudFormation で管理されます。詳細については、[サポートされるリソースタイプ] を参照して
ください。
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• [Include global resources] (グローバルリソースを含める) をクリックして、サポートされているグ
ローバルリソースタイプ (IAM リソースなど) を記録します。AWS Config では、新たにサポート
されるグローバルリソースタイプの記録が自動的に開始されます。

Important

2022 年 2 月以降に AWS Config の記録にオンボードされた新しいグローバルリソー
スタイプは、商用パーティションについてはサービスのあるホームリージョンの
み、GovCloud パーティションについては AWS GovCloud (米国西部) のみで記録される
ようになります。これらの新しいグローバルリソースタイプの設定項目は、ホームリー
ジョンおよび AWS GovCloud (米国西部) 以外では表示できません。
AWS::IAM::Group、AWS::IAM::Policy、AWS::IAM::Role、AWS::IAM::User な
ど、サポートされるグローバルリソースタイプで 2022 年 2 月以前にオンボードされた
ものは変更されず、今後も AWS Config でサポートされているすべてのリージョン内の
設定項目が提供されます。この変更は、2022 年 2 月以降にオンボードされた新しいグ
ローバルリソースタイプのみに影響します。

• 特定のリソースタイプを記録する
• AWS Config では指定したリソースタイプの設定変更のみが記録されます。

Note

AWS Config 評価数が多い
AWS Config で記録した最初の月のアカウントアクティビティが、その後の月と比較して
増加していることに気付くかもしれません。最初のブートストラッププロセス中に、AWS 
Config は、AWS Config の記録対象として選択したアカウント内のすべてのリソースを調べ
ます。
一時的なワークロードを実行している場合、これらの一時リソースの作成と削除に関連す
る設定の変更を記録するため、AWS Config のアクティビティが増加する可能性がありま
す。一時的なワークロードとは、必要なときにロードされて実行されるコンピューティング
リソースを一時的に使用することです。例には、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) スポットインスタンスや Amazon EMR ジョブ、および AWS Auto Scaling がありま
す。一時的なワークロードの実行によるアクティビティの増加を避けたい場合は、AWS 
Config をオフにした別のアカウントでこの種のワークロードを実行し、設定の記録とルール
評価の増加を回避することができます。

2. [AWS Config role] (CC ロール) では、既存の AWS Config サービスリンクロールを選択するか、アカ
ウントからロールを選択します。

• サービスにリンクされたロールは、AWS Config によって事前に定義されたロールであり、サービ
スから AWS の他のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可を備えています。

Note

サービスにリンクされたロール
サービスにリンクされたロールをまだ追加していない場合は、自動的に追加されます。
既存の AWS Config ロール
AWS Security Hub または AWS Control Tower など、AWS Config を使用する AWS サービ
ス使用したことがある場合、かつ AWS Configロールがすでに作成されている場合、AWS 
Config をセットアップするときに使用する IAM ロールがすでに作成された AWS Config ロー
ルと同じ最小アクセス権限を保持することを確認してください。その他の AWS サービスは
引き続き期待どおりに実行されるようにするには、これを行う必要があります。
例えば、AWS Control Tower に AWS Config が Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) オブジェクトを読み取ることを許可する IAM ロールがある場合、AWS Config のセット
アップ時に使用する IAM ロールと同じアクセス権限が付与されていることを確認してくだ
さい。そうしないと、AWS Control Tower の動作に支障をきたす可能性があります。AWS 
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Config に対する IAM ロールの詳細については、「AWS アイデンティティとアクセス管理」
を参照してください。

配信方法

1. [Delivery method] (配信方法) では、AWS Config から設定履歴と設定スナップショットのファイルを
送信する先の S3 バケットを選択します。

• [Create a bucket] (バケットの作成) — [S3 bucket name] (S3 バケット名) に S3 バケットの名前を入
力します。

Amazon S3 の既存のバケット名と重複しないように一意の名前を入力する必要があります。一意の
名前にする 1 つの方法としては、組織の名前などをプレフィックスとして含めます。バケット名を
作成後に変更することはできません。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザー
ガイドの「バケットの制約と制限」を参照してください。

• [Choose a bucket from your account] (アカウントからバケットを選択) – [S3 bucket name] (S3 バ
ケット名) で目的のバケットを選択します。

• [Choose a bucket from another account] (別のアカウントからバケットを選択) — [S3 bucket name]
(S3 バケット名) にバケット名を入力します。

Note

別のアカウントのバケットを選択する場合、そのバケットには AWS Config にアクセス許
可を付与するポリシーが必要です。詳細については、「Amazon S3 バケットのアクセス許
可 (p. 8180)」を参照してください。

2. [Amazon SNS topic] (Amazon SNS トピック) で、[Stream configuration changes and notifications to 
an Amazon SNS topic] (Amazon SNS トピックへのストリーム設定の変更と通知) を選択して、設定履
歴の配信、設定スナップショットの配信、コンプライアンスなどの通知を AWS Config から送信しま
す。

3. AWS Config ストリームから Amazon SNS トピックにストリーミングすることを選択した場合は、
ターゲットのトピックを選択します。

• [Create a topic] (トピックの作成) — [Topic Name] (トピック名) に SNS トピックの名前を入力しま
す。

• [Choose a topic from your account] (アカウントからトピックを選択) — [Topic Name] (トピック名) 
で目的のトピックを選択します。

• [Choose a topic from another account] (別のアカウントからトピックを選択) – [Topic ARN] (トピッ
ク ARN) にトピックの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。別のアカウントのトピックを
選択する場合、そのトピックには AWS Config にアクセス許可を付与するポリシーが必要です。詳
細については、「Amazon SNS トピックへのアクセス許可 (p. 8185)」を参照してください。

Note

Amazon SNS トピックのリージョンは、AWS Config を設定したリージョンと同じである
ことが必要です。

[Rules] (ルール)
ルールをサポートするリージョンで AWS Config を設定している場合は、次へ を選択します。詳しくは、
「AWS Config ルールの管理 (p. 695)」を参照してください。

それ以外の場合は、[Confirm] (確認) をクリックします。
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確認
AWS Config の設定の詳細を確認します。戻って各セクションの変更を編集できます。AWS Config の設定
を完了するには、[Confirm] (確認) を選択します。

詳細情報
アカウント内の既存のリソースを検索する方法とリソースの設定の説明については、「AWS リソースの設
定および履歴の表示 (p. 226)」を参照してください。

また、Amazon Simple Queue Service を使用して、AWS リソースをプログラムでモニタリングする
こともできます。詳細については、「Amazon SQS を使用した AWS リソースの変更のモニタリン
グ (p. 8198)」を参照してください。

AWS CLI を使用した AWS Config のセットアップ
AWS Command Line Interface を使用して AWS のサービスを制御および自動化できます。AWS CLI の詳
細と AWS CLI ツールのインストール手順については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドを参
照してください。

• AWS Command Line Interface ユーザーガイド
• AWS Command Line Interface のセットアップ

機能
AWS Command Line Interface で AWS Config の使用を開始すると、以下の操作を実行できます。

リソース管理

• AWS Config で記録するリソースタイプを指定する。
• 設定スナップショット (リクエストした場合) と設定履歴を受け取るように Amazon S3 バケットを設定

する。
• 設定のストリーミング通知を送信するように Amazon SNS を設定する。
• Amazon S3 バケットと Amazon SNS トピックへのアクセス許可を AWS Config に付与する。

詳細については、「AWS リソースの設定および履歴の表示」および「AWS リソースの設定および履歴
の管理」を参照してください。

ルールおよびコンフォーマンスパック

• 記録済みのリソースタイプのコンプライアンス情報を評価するために AWS Config で使用するルールを
指定する。

• コンフォーマンスパック、AWS Config アカウントで単一のエンティティとしてデプロイおよびモニタ
リングできる AWS ルールと修復アクションの集合。

詳細については、「AWS Config ルールを使用したリソースの評価」をおよび「コンフォーマンスパッ
ク」参照してください。

アグリゲーター

• アグリゲーターを使用すると、リソースのインベントリとコンプライアンスを一元的に把握できます。
アグリゲーターは、複数のAWS アカウントと AWS リージョンから AWS Config設定データとコンプラ
イアンスデータを収集する AWS Config のリソースタイプです。

197

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-getting-set-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/view-manage-resource.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/manage-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/manage-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html


AWS Config デベロッパーガイド
セットアップ

詳細については、[マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約] を参照してください。

高度なクエリ

• サンプルクエリのいずれかを使用するか、AWS リソースの構成スキーマを参照して独自のクエリを作成
します。

詳細については、[AWS リソースの現在の設定状態のクエリ] を参照してください。

セットアップ
AWS Config で AWS CLI を設定するには以下のトピックを参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 198)
• AWS Config の有効化 (p. 218)
• この AWS Config がオンになっていることを確認します。 (p. 220)

前提条件
AWS と AWS CLI をセットアップする前に、アタッチされたポリシーを前提条件として使用し
て、Amazon S3 バケット、Amazon SNS トピック、および IAM ロールを作成する必要があります。次に 
AWS CLI を使用して AWS Config のバケット、トピック、およびロールを指定できます。次の手順に従っ
て、AWS Config の前提条件をセットアップします。

目次
• Amazon S3 バケットを作成する (p. 198)
• Amazon SNS トピックを作成する (p. 203)
• IAM ロールの作成 (p. 212)

Amazon S3 バケットを作成する
アカウントに Amazon S3 バケットが既にあり、それを使用する場合は、このステップをスキップして
Amazon SNS トピックを作成する (p. 203) に進んでください。

S3 コンソールの使用

バケットを作成するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [バケットを作成] を選択します。
3. [バケット名] に、バケットの DNS に準拠する名前を入力します。

バケット名には次の条件があります。

• すべての Amazon S3 で一意にする。
• 3～63 文字で指定する。
• 大文字を含めないでください。
• 先頭の文字には小文字の英文字または数字を使用する。
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バケットを作成したら、その名前を変更することはできません。バケット名は、Amazon S3 の既存
のバケット名と重複しないように指定してください。バケットの命名ルールと変換の詳細について
は、バケットの制約と制限中の「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」を参照して
ください。

Important

バケット名にアカウント番号などの機密情報を含めないでください。バケット名は、バケッ
ト内のオブジェクトを参照する URL に表示されます。

4. [Region] (リージョン) で、バケットを格納する AWS リージョンを選択します。

レイテンシーとコストを最小化するため、さらに規制条件に対応するために、最寄りのリージョンを
選択します。明示的に別のリージョンに移動する場合を除き、特定のリージョンに保管されたオブ
ジェクトは、そのリージョンから移動されることはありません。Amazon S3 エンドポイントの一覧
は、「AWSリージョンとエンドポイント」を参照してください。

5. ブロックパブリックアクセスのバケット設定 で、バケットに適用するパブリックアクセスブロック設
定を選択します。

パブリックウェブサイトをホスティングする場合など、ユースケースでオフにする必要のある設定
が 1 つ以上あることがわかっている場合を除いて、すべての設定を有効にしておくことをお勧めし
ます。バケットに対して有効にしたパブリックアクセスブロック設定は、バケットに作成するすべ
てのアクセスポイントに対しても有効になります。パブリックアクセスのブロックの詳細について
は、Amazon Simple Storage Service 開発者ガイドの「Amazon S3 パブリックアクセスブロックの使
用」を参照してください。

6. (オプション) S3 オブジェクトロックを有効にする場合:

a. [詳細設定] を選択し、表示されるメッセージを読みます。

Important

バケットに対する S3 オブジェクトロックは、バケットの作成時にのみ有効にできま
す。バケットに対してオブジェクトロックを有効にした場合、後で無効にすることはで
きません。バケットに対してオブジェクトロックを有効にすると、バージョニングも有
効になります。バケットに対してオブジェクトロックを有効にした後、バケット内のオ
ブジェクトを保護するには、オブジェクトロック設定を定義する必要があります。オブ
ジェクトの保護の設定の詳細については、「Amazon S3 コンソールを使用した S3 オブ
ジェクトロックの設定」を参照してください。

b. オブジェクトロックを有効にする場合は、テキストボックスに「enable」と入力し、[Confirm (確
認)] を選択します。

S3 オブジェクトロック機能の詳細については、Amazon Simple Storage Service 開発者ガイドの
「Amazon S3 オブジェクトロックを使用したオブジェクトのロック」を参照してください。

7. [バケットを作成する] を選択します。

AWS SDKs の使用

AWS SDK を使用してバケットを作成する場合は、最初にクライアントを作成し、次にそのクライアント
を使用してバケットを作成するためのリクエストを送信します。ベストプラクティスとして、クライアン
トとバケットを同じ AWS リージョン で作成する必要があります。クライアントまたはバケットの作成時
にリージョンを指定しない場合、Amazon S3 ではデフォルトのリージョンである米国東部 (バージニア北
部) が使用されます。

デュアルスタックのエンドポイントにアクセスするためにクライアントを作成するには、AWS リージョン 
を指定する必要があります。詳細については、Amazon S3 デュアルスタックのエンドポイントを参照して
ください。使用可能な AWS リージョン リージョンのリストについては、『https://docs.aws.amazon.com/ 
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general/latest/gr/s3.html』の「AWS 全般のリファレンスリージョンとエンドポイント」を参照してくださ
い。

クライアントを作成すると、リージョンはリージョン固有のエンドポイントにマッピン
グされます。クライアントは、このエンドポイントを使用して Amazon S3 と通信しま
す。s3.<region>.amazonaws.com。リージョンがローンチされたのが 2019 年 3 月 20 日以降である場
合は、クライアントとバケットは同じリージョン内にある必要があります。2019 年 3 月 20 日以前にロー
ンチされたリージョンの場合は、米国東部 (バージニア北部) のリージョンでクライアントを使用すること
によりバケットを作成できます。詳細については、「レガシーエンドポイント」を参照してください。

AWS SDK コード例が、以下のタスクを実行します。

• AWS リージョン を明示的に指定してクライアントを作成する - この例では、クライアントは s3.us-
west-2.amazonaws.com エンドポイントを使用して Amazon S3 と通信します。任意の AWS リー
ジョン を指定できます。AWS リージョン の一覧については、AWS 全般のリファレンスの「リージョ
ンとエンドポイント」を参照してください。

• バケット名のみを指定してバケット作成リクエストを送信する - クライアントが Amazon S3 にリクエス
トを送信し、クライアントが作成されたリージョンにバケットを作成します。

• バケットの場所情報を取得する - Amazon S3 が、バケットの場所情報を、そのバケットに関連付けられ
ている場所のサブリソースに保存します。

Java

この例では、AWS SDK for Java を使用して Amazon S3 バケットを作成する方法を示します。有効な 
Java サンプルを作成してテストする手順については、「Amazon S3 Java コード例のテスト」を参照
してください。

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.GetBucketLocationRequest;

import java.io.IOException;

public class CreateBucket2 { 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION; 
        String bucketName = "*** Bucket name ***"; 

        try { 
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard() 
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider()) 
                    .withRegion(clientRegion) 
                    .build(); 

            if (!s3Client.doesBucketExistV2(bucketName)) { 
                // Because the CreateBucketRequest object doesn't specify a region, the 
                // bucket is created in the region specified in the client. 
                s3Client.createBucket(new CreateBucketRequest(bucketName)); 

                // Verify that the bucket was created by retrieving it and checking its 
 location. 
                String bucketLocation = s3Client.getBucketLocation(new 
 GetBucketLocationRequest(bucketName)); 
                System.out.println("Bucket location: " + bucketLocation); 
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            } 
        } catch (AmazonServiceException e) { 
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process  
            // it and returned an error response. 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (SdkClientException e) { 
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client 
            // couldn't parse the response from Amazon S3. 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}

.NET

.NET の実用サンプルを作成およびテストする方法については、「Amazon S3 .NET コード例の実行」
を参照してください。

Example

using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using Amazon.S3.Util;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{ 
    class CreateBucketTest 
    { 
        private const string bucketName = "*** bucket name ***"; 
        // Specify your bucket region (an example region is shown). 
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion = RegionEndpoint.USWest2; 
        private static IAmazonS3 s3Client; 
        public static void Main() 
        { 
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion); 
            CreateBucketAsync().Wait(); 
        } 

        static async Task CreateBucketAsync() 
        { 
            try 
            { 
                if (!(await AmazonS3Util.DoesS3BucketExistAsync(s3Client, bucketName))) 
                { 
                    var putBucketRequest = new PutBucketRequest 
                    { 
                        BucketName = bucketName, 
                        UseClientRegion = true 
                    }; 

                    PutBucketResponse putBucketResponse = await 
 s3Client.PutBucketAsync(putBucketRequest); 
                } 
                // Retrieve the bucket location. 
                string bucketLocation = await FindBucketLocationAsync(s3Client); 
            } 
            catch (AmazonS3Exception e) 
            { 
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when 
 writing an object", e.Message); 
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            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when 
 writing an object", e.Message); 
            } 
        } 
        static async Task<string> FindBucketLocationAsync(IAmazonS3 client) 
        { 
            string bucketLocation; 
            var request = new GetBucketLocationRequest() 
            { 
                BucketName = bucketName 
            }; 
            GetBucketLocationResponse response = await 
 client.GetBucketLocationAsync(request); 
            bucketLocation = response.Location.ToString(); 
            return bucketLocation; 
        } 
    }
}

Ruby

有効なサンプルを作成してテストする方法については、「AWS SDK for Ruby の使用 - バージョン 
3」を参照してください。

Example

require "aws-sdk-s3"

# Wraps Amazon S3 bucket actions.
class BucketCreateWrapper 
  attr_reader :bucket 

  # @param bucket [Aws::S3::Bucket] An Amazon S3 bucket initialized with a name. This 
 is a client-side object until 
  #                                 create is called. 
  def initialize(bucket) 
    @bucket = bucket 
  end 

  # Creates an Amazon S3 bucket in the specified AWS Region. 
  # 
  # @param region [String] The Region where the bucket is created. 
  # @return [Boolean] True when the bucket is created; otherwise, false. 
  def create?(region) 
    @bucket.create(create_bucket_configuration: { location_constraint: region }) 
    true 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts "Couldn't create bucket. Here's why: #{e.message}" 
    false 
  end 

  # Gets the Region where the bucket is located. 
  # 
  # @return [String] The location of the bucket. 
  def location 
    if @bucket.nil? 
      "None. You must create a bucket before you can get it's location!" 
    else 
      @bucket.client.get_bucket_location(bucket: @bucket.name).location_constraint 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
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    "Couldn't get the location of #{@bucket.name}. Here's why: #{e.message}" 
  end
end

def run_demo 
  region = "us-west-2" 
  wrapper = BucketCreateWrapper.new(Aws::S3::Bucket.new("doc-example-bucket-
#{Random.uuid}")) 
  return unless wrapper.create?(region) 

  puts "Created bucket #{wrapper.bucket.name}." 
  puts "Your bucket's region is: #{wrapper.location}"
end

run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__

AWS CLI を使用する場合

また、AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して、S3 バケットを作成することもできます。詳
細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「create-bucket」を参照してください。

AWS CLI の詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS Command Line 
Interface とは」を参照してください。

Note

別のアカウントの Amazon S3 バケットを使用することもできますが、AWS Config に対してアク
セス許可を付与するバケットポリシーの作成が必要になる場合があります。Amazon S3 バケット
へのアクセス許可を付与する方法については、Amazon S3 バケットのアクセス許可 (p. 8180) と
Amazon SNS トピックを作成する (p. 203) を順に参照してください。

Amazon SNS トピックを作成する
アカウントに Amazon SNS トピックが既にあり、それを使用する場合は、このステップをスキップして
「IAM ロールの作成 (p. 212)」に進んでください。

SNS コンソールの使用

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. 以下のいずれかを実行します。

• AWS アカウント に作成済みのトピックがない場合は、ホームページで Amazon SNS の説明を読み
取ります。

• AWS アカウント に作成済みのトピックがある場合は、ナビゲーションパネルで [トピック] を選択
します。

3. [トピック] ページで、[トピックの作成] を選択します。
4. [サブスクリプションの作成] ページで [詳細] セクションで、以下を実行します。

a. [タイプ] で、トピックタイプ (標準またはFIFO) を選択します。
b. トピックの名前を入力します。FIFO トピックで、名前の末尾に .fifo を追加します。
c. (オプション) トピックの表示名を入力します。
d. (オプション) FIFO トピックで、[コンテンツベースのメッセージ重複排除] を選択して、デフォル

トのメッセージの重複排除を有効にします。詳細については、「FIFO トピックのメッセージ重複
除外」を参照してください。
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5. (オプション) [暗号化] セクションを展開し、以下の操作を実行します。詳細については、「保管時の
暗号化」を参照してください。

a. [暗号化の有効化] を選択します。
b. カスタマーマスターキー (CMK) を指定します。詳細については、重要な用語を参照してくださ

い。

CMK タイプごとに、[説明]、[アカウント]、および [CMK ARN] が表示されます。

Important

CMK の所有者ではない場合、または kms:ListAliases および kms:DescribeKey
アクセス権限がないアカウントでログインしている場合、Amazon SNS コンソールで 
CMK に関する情報は表示できません。
CMK の所有者に、これらのアクセス権限を付与するよう依頼します。詳細については、
『AWS Key Management Service デベロッパーガイド』の「AWS KMS API アクセス権
限: アクションとリソースのリファレンス」を参照してください。

• デフォルトでは、Amazon SNS 用の AWS マネージド CMK (デフォルト) alias/aws/sns が選択
されています。

Note

以下に留意してください。
• AWS Management Console を初めて使用してトピックに Amazon SNS 用の AWS 

マネージド CMK を指定する場合は、AWS KMS は、AWS Amazon SNS 用の マ
ネージド CMK を作成します。

• または、SSE が有効な状態で、トピックで Publish アクションを初めて使用する
場合は、AWS KMS は Amazon SNS 用 AWS マネージド CMK を作成します。

• AWS アカウントからカスタム CMK を使用するには、カスタマーマスターキー (CMK)フィール
ドを選択し、リストからカスタム CMK を選択します。

Note

カスタム CMK の作成手順については、『AWS Key Management Service デベロッ
パーガイド』の「キーの作成」を参照してください。

• AWS アカウントまたは別の AWS アカウントからカスタム CMK ARN を使用するには、[カス
タマーマスターキー (CMK)] フィールドにカスタム CMK ARN を入力します。

6. (オプション) デフォルトでは、トピックの所有者のみがトピックを発行またはサブスクライブできま
す。追加のアクセス許可を設定するには、[アクセスポリシー] セクションを展開します。詳細につい
ては、「Amazon SNS におけるアイデンティティとアクセス管理」および「Amazon SNS のアクセス
制御のケース例」を参照してください。

Note

コンソールを使用してトピックを作成すると、デフォルトのポリシーでは
aws:SourceOwner 条件キーが使用されます。このキーは aws:SourceAccount に類似し
ています。

7. (オプション) 失敗したメッセージ配信試行を Amazon SNS で再試行する方法を設定するには、[配信
再試行ポリシー (HTTP/S)] セクションを展開します。詳細については、「Amazon SNS メッセージ配
信の再試行」を参照してください。

8. (オプション) CloudWatch へのメッセージの配信を Amazon SNS でログに記録する方法を設定するに
は、[配信ステータスのログ記録] セクションを展開します。詳細については、「メッセージの配信ス
テータスの Amazon SNS アプリケーション属性を使用する」を参照してください。

9. (オプション) トピックにメタデータタグを追加するには、[タグ] セクションを展開し、[キー] と [値] 
(オプション) に入力し、[タグの追加] を選択します。詳細については、「Amazon SNS トピックのタ
グ付け」を参照してください。 204
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10. [Create topic] (トピックの作成) を選択します。

トピックが作成され、[MyTopic] ページが表示されます。

トピックの名前、ARN、(オプション) 表示名、およびトピックの所有者の AWS アカウント ID が
[Details] (詳細) セクションに表示されます。

11. トピック ARN をクリップボードにコピーします。例:

arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyTopic

E メールアドレスを Amazon SNS トピックにサブスクライブするには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[サブスクリプション] を選択します。
3. [サブスクリプション] ページで [サブスクリプションの作成] を選択します。
4. [サブスクリプションの作成] ページで [詳細] セクションで、以下を実行します。

a. [トピック ARN] は、トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を選択します。
b. [プロトコル] でエンドポイントタイプを選択します。使用可能なエンドポイントタイプは次のと

おりです。

• HTTP/HTTPS
• Email/Email-JSON
• Amazon Kinesis Data Firehose
• Amazon SQS

Note

SNS FIFO トピックにサブスクライブするには、このオプションを選択します。
• AWS Lambda
• プラットフォームアプリケーションエンドポイント
• SMS

c. [エンドポイント] に、エンドポイント値 (E メールアドレスや Amazon SQS キューの ARN など) 
を入力します。

d. Kinesis Data Firehose エンドポイントのみ: [サブスクリプションロール ARN] で、Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームに書き込むために作成した IAM ロールの ARN を指定します。詳細につ
いては、「Kinesis Data Firehose 配信ストリームを Amazon SNS トピックにサブスクライブする
ための前提条件」を参照してください。

e. (オプション) Kinesis Data Firehose、Amazon SQS、HTTP/S エンドポイントは、raw メッセージ
配信を有効にすることもできます。詳細については、「Amazon SNS raw メッセージ配信」を参
照してください。

f. (オプション) フィルターポリシーを設定するには、[サブスクリプションのフィルターポリシー] 
セクションを展開します。詳細については、「Amazon SNS サブスクリプションフィルターポリ
シー」を参照してください。

g. (オプション) サブスクリプションのデッドレターキューを設定するには、Redrive ポリシー (デッ
ドレターキュー) を展開します。詳細については、「Amazon SNS デッドレターキュー (DLQ)」
を参照してください。

h. [サブスクリプションの作成] を選択します。

コンソールがサブスクリプションを作成し、サブスクリプションの [詳細] ページを開きます。
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AWS SDK の使用

AWS SDK を使用するには、認証情報を使用して設定する必要があります。詳細については、『AWS SDK 
とツールのリファレンスガイド』の「共有設定ファイルと認証情報ファイル」を参照してください。

次のコード例は、Amazon SNS トピックを作成する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

    using System; 
    using System.Threading.Tasks; 
    using Amazon.SimpleNotificationService; 
    using Amazon.SimpleNotificationService.Model; 

    /// <summary> 
    /// This example shows how to use Amazon Simple Notification Service 
    /// (Amazon SNS) to add a new Amazon SNS topic. The example was created 
    /// using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0. 
    /// </summary> 
    public class CreateSNSTopic 
    { 
        public static async Task Main() 
        { 
            string topicName = "ExampleSNSTopic"; 

            IAmazonSimpleNotificationService client = new 
 AmazonSimpleNotificationServiceClient(); 

            var topicArn = await CreateSNSTopicAsync(client, topicName); 
            Console.WriteLine($"New topic ARN: {topicArn}"); 
        } 

        /// <summary> 
        /// Creates a new SNS topic using the supplied topic name. 
        /// </summary> 
        /// <param name="client">The initialized SNS client object used to 
        /// create the new topic.</param> 
        /// <param name="topicName">A string representing the topic name.</param> 
        /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the created topic.</returns> 
        public static async Task<string> 
 CreateSNSTopicAsync(IAmazonSimpleNotificationService client, string topicName) 
        { 
            var request = new CreateTopicRequest 
            { 
                Name = topicName, 
            }; 

            var response = await client.CreateTopicAsync(request); 

            return response.TopicArn; 
        } 

    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI リファレンスの「CreateTopic」を参照してく
ださい。
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C++

SDK for C++

Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

  Aws::SDKOptions options; 
  Aws::InitAPI(options); 
  { 
    Aws::String topic_name = argv[1]; 
    Aws::SNS::SNSClient sns; 

    Aws::SNS::Model::CreateTopicRequest ct_req; 
    ct_req.SetName(topic_name); 

    auto ct_out = sns.CreateTopic(ct_req); 

    if (ct_out.IsSuccess()) 
    { 
      std::cout << "Successfully created topic " << topic_name << std::endl; 
    } 
    else 
    { 
      std::cout << "Error creating topic " << topic_name << ":" << 
        ct_out.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
  } 

  Aws::ShutdownAPI(options);

• API の詳細については、AWS SDK for C++API リファレンスの「CreateTopic」を参照してくだ
さい。

Go

SDK for Go V2

Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for GoAPI リファレンスの「CreateTopic」を参照してくだ

さい。

Java

SDK for Java 2.x

Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

    public static String createSNSTopic(SnsClient snsClient, String topicName ) { 

        CreateTopicResponse result = null; 
        try { 
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            CreateTopicRequest request = CreateTopicRequest.builder() 
                .name(topicName) 
                .build(); 

            result = snsClient.createTopic(request); 
            return result.topicArn(); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI リファレンスの「CreateTopic」を参照して
ください。

JavaScript

SDK for JavaScript V3

Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import  { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export  { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {CreateTopicCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";

// Set the parameters
const params = { Name: "TOPIC_NAME" }; //TOPIC_NAME

const run = async () => { 
  try { 
    const data = await snsClient.send(new CreateTopicCommand(params)); 
    console.log("Success.",  data); 
    return data; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err.stack); 
  }
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI リファレンスの「CreateTopic」を参照し

てください。
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Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

suspend fun createSNSTopic(topicName: String): String { 

    val request = CreateTopicRequest { 
        name = topicName 
    } 

    SnsClient { region = "us-east-1" }.use { snsClient -> 
        val result = snsClient.createTopic(request) 
        return result.topicArn.toString() 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「CreateTopic」を参照してく
ださい。

PHP

SDK for PHP
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Create a Simple Notification Service topics in your AWS account at the requested 
 region. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/
guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topicname = 'myTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->createTopic([ 
        'Name' => $topicname, 
    ]); 
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    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• 詳細については、AWS SDK for PHP デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for PHPAPI リファレンスの「CreateTopic」を参照してくだ

さい。

Python

SDK for Python (Boto3)
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

class SnsWrapper: 
    """Encapsulates Amazon SNS topic and subscription functions.""" 
    def __init__(self, sns_resource): 
        """ 
        :param sns_resource: A Boto3 Amazon SNS resource. 
        """ 
        self.sns_resource = sns_resource 

    def create_topic(self, name): 
        """ 
        Creates a notification topic. 

        :param name: The name of the topic to create. 
        :return: The newly created topic. 
        """ 
        try: 
            topic = self.sns_resource.create_topic(Name=name) 
            logger.info("Created topic %s with ARN %s.", name, topic.arn) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't create topic %s.", name) 
            raise 
        else: 
            return topic

• API の詳細については、AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンスの「CreateTopic」を参
照してください。

Ruby

SDK for Ruby
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

require 'aws-sdk-sns'  # v2: require 'aws-sdk'

def topic_created?(sns_client, topic_name)
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sns_client.create_topic(name: topic_name)
rescue StandardError => e 
  puts "Error while creating the topic named '#{topic_name}': #{e.message}"
end

# Full example call:
def run_me 
  topic_name = 'TOPIC_NAME' 
  region = 'REGION' 

  sns_client = Aws::SNS::Client.new(region: region) 

  puts "Creating the topic '#{topic_name}'..." 

  if topic_created?(sns_client, topic_name) 
    puts 'The topic was created.' 
  else 
    puts 'The topic was not created. Stopping program.' 
    exit 1 
  end
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__

• 詳細については、AWS SDK for Ruby デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for RubyAPI リファレンスの「CreateTopic」を参照してく

ださい。

Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

async fn make_topic(client: &Client, topic_name: &str) -> Result<(), Error> { 
    let resp = client.create_topic().name(topic_name).send().await?; 

    println!( 
        "Created topic with ARN: {}", 
        resp.topic_arn().unwrap_or_default() 
    ); 

    Ok(())
}

• API の詳細については、AWS SDK for Rust API リファレンスの「CreateTopic」を参照してく
ださい。

AWS CLI を使用する場合

また、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon SNS トピックを作成することもで
きます。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「create-topic」を参照してください。
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AWS CLI の詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS Command Line 
Interface とは」を参照してください。

Note

別のアカウントの Amazon SNS トピックを使用することもできますが、その場合は、AWS 
Config に対するアクセス許可を付与するトピックポリシーの作成が必要になる場合がありま
す。Amazon SNS トピックへのアクセス許可を付与する方法については、Amazon SNS トピック
へのアクセス許可 (p. 8185) と IAM ロールの作成 (p. 212) を順に参照してください。

IAM ロールの作成
IAM コンソールの使用

IAM コンソールを使用して、Amazon S3; バケットへのアクセス許可、Amazon SNS トピックへのアクセ
ス許可、サポートされている AWS リソースの設定詳細を取得するためのアクセス許可を AWS Config に
付与する IAM ロールを作成できます。コンソールを使用して IAM ロールを作成すると、AWS Config は
ロールに必要なアクセス許可を自動的に適用します。

Note

AWS Config (AWS Security Hub または AWS Control Tower など) を使用する AWS を使用した
ことがあり、AWS Config ロールがすでに作成されている場合、AWS サービスが期待どおりに稼
働し続けるためには、AWS Config のセットアップ時に使用する IAM ロールがすでに作成された 
AWS Config ロールと同じ最小アクセス権限を保持することを確認する必要があります。
例えば、AWS に AWS Config が Amazon S3 オブジェクトを読み取ることを許可する IAM ロール
がある場合、AWS Config のセットアップ時に使用する IAM ロールと同じアクセス権限が付与さ
れていることを保証する必要があります。そうしないと、AWS Control Tower の動作に支障が生
じる場合があります。
AWS Config に対する IAM ロールの詳細については、「AWS アイデンティティとアクセス管理」
を参照してください。

AWS サービスのロールを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
3. [Select trusted entity] (信頼されたエンティティの選択) で、[AWS のサービス] を選択します。
4. AWS Config のユースケースを選択する: 設定 - カスタマイズ可能、設定 - Organizations、設定、また

は設定 - コンフォーマンスパック。続いて、[Next (次へ)] を選択します。
5. [Name, review, and create] (名前、確認、および作成) ページで、ロールの詳細を確認し、[Create 

Role] (ロールの作成) を選択します。

AWS SDK の使用

AWS SDK を使用するには、認証情報を使用して設定する必要があります。詳細については、『AWS SDK 
とツールのリファレンスガイド』の「共有設定ファイルおよび認証情報ファイル」を参照してください。

次のコード例は、IAM ロールを作成する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
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        /// <summary> 
        /// Create a new IAM role which we can attach to a user. 
        /// </summary> 
        /// <param name="client">The initialized IAM client object.</param> 
        /// <param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param> 
        /// <param name="rolePermissions">The permissions which the role will 
 have.</param> 
        /// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns> 
        public static async Task<Role> CreateRoleAsync( 
            AmazonIdentityManagementServiceClient client, 
            string roleName, 
            string rolePermissions) 
        { 
            var request = new CreateRoleRequest 
            { 
                RoleName = roleName, 
                AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions, 
            }; 

            var response = await client.CreateRoleAsync(request); 

            return response.Role; 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI リファレンスの「CreateRole」を参照してくだ
さい。

Go

SDK for Go V2

Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

 // CreateRole 
 myRole, err := service.CreateRole(context.Background(), &iam.CreateRoleInput{ 
  RoleName:    aws.String(ExampleRoleName), 
  Description: aws.String("My super awesome example role"), 
  AssumeRolePolicyDocument: aws.String(`{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
     { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "ec2.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole" 
     } 
   ] 
    }`), 
 }) 

 if err != nil { 
  panic("Couldn't create role: " + err.Error()) 
 } 

 fmt.Println("## Create Role") 
 fmt.Printf("The new role's ARN is %s \n", *myRole.Role.Arn)
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• API の詳細については、AWS SDK for GoAPI リファレンスの「CreateRole」を参照してくださ
い。

Java

SDK for Java 2.x
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String 
 fileLocation ) throws Exception { 

        try { 
            JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation); 
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
                .assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString()) 
                .description("Created using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request); 
            System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn()); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception { 
        FileReader reader = new FileReader(filename); 
        JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
        return jsonParser.parse(reader); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI リファレンスの「CreateRole」を参照して
ください。

JavaScript

SDK for JavaScript V3
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

クライアントを作成します。

import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };
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ロールを作成します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";

// Sample assume role policy JSON.
const role_json = { 
    Version: "2012-10-17", 
    Statement: [ 
        { 
            Effect: "Allow", 
            Principal: { 
                AWS: "USER_ARN", // The ARN of the user. 
            }, 
            Action: "sts:AssumeRole", 
        }, 
    ],
};
// Stringify the assume role policy JSON.
const myJson = JSON.stringify(role_json);

// Set the parameters.
const params = { 
    AssumeRolePolicyDocument: myJson, 
    Path: "/", 
    RoleName: "ROLE_NAME"
};

const run = async () => { 
    try { 
        const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(params)); 
        console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.RoleName); 
        } catch (err) { 
            console.log("Error", err); 
        }
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI リファレンスの「CreateRole」を参照し
てください。

PHP

SDK for PHP
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();

$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
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                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n"; 

    /** 
     * @param string $roleName 
     * @param string $rolePolicyDocument 
     * @return array 
     * @throws AwsException 
     */ 
    public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument) 
    { 
        $result = $this->customWaiter(function () use ($roleName, 
 $rolePolicyDocument) { 
            return $this->iamClient->createRole([ 
                'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument, 
                'RoleName' => $roleName, 
            ]); 
        }); 
        return $result['Role']; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for PHPAPI リファレンスの「CreateRole」を参照してくだ
さい。

Python

SDK for Python (Boto3)
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

def create_role(role_name, allowed_services): 
    """ 
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role. 

    :param role_name: The name of the role. 
    :param allowed_services: The services that can assume the role. 
    :return: The newly created role. 
    """ 
    trust_policy = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [{ 
                'Effect': 'Allow', 
                'Principal': {'Service': service}, 
                'Action': 'sts:AssumeRole' 
            } for service in allowed_services 
        ] 
    } 

    try: 
        role = iam.create_role( 
            RoleName=role_name, 
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)) 
        logger.info("Created role %s.", role.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name) 
        raise 

216

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/iam-2010-05-08/CreateRole
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/python/example_code/iam#code-examples


AWS Config デベロッパーガイド
前提条件

    else: 
        return role

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API Reference」(AWS SDK for Python 
(Boto3) API リファレンス) の「CreateRole」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

  # Creates a role that can be assumed by a user. 
  # 
  # @param role_name [String] The name to give the role. 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the 
 role. 
  # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role. 
  def create_role(role_name, user) 
    role = @iam_resource.create_role( 
      role_name: role_name, 
      assume_role_policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Principal: {'AWS': user.arn}, 
          Action: "sts:AssumeRole" 
        }] 
      }.to_json) 
    puts("Created role #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role 
  end

• API の詳細については、AWS SDK for RubyAPI リファレンスの「CreateRole」を参照してくだ
さい。

Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

pub async fn create_role( 
    client: &iamClient, 
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    role_name: &str, 
    role_policy_document: &str,
) -> Result<Role, iamError> { 
    let response: CreateRoleOutput = loop { 
        if let Ok(response) = client 
            .create_role() 
            .role_name(role_name) 
            .assume_role_policy_document(role_policy_document) 
            .send() 
            .await 
        { 
            break response; 
        } 
    }; 

    Ok(response.role.unwrap())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「CreateRole」を参照して
ください。

AWS CLI を使用する場合

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、IAM ロールを作成することもできます。詳細につ
いては、AWS CLI コマンドリファレンスの create-role を参照してください。次に attach-role-policy コマ
ンドを使用してポリシーをロールにアタッチします。

AWS CLI の詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS Command Line 
Interface とは」を参照してください。

AWS Config の有効化
Note

AWS Config と AWS CLI をセットアップする前に、アタッチされたポリシーを前提条件として使
用して、Amazon S3 バケット、Amazon SNS トピック、および IAM ロールを作成する必要があ
ります。次に AWS CLI を使用して AWS Config のバケット、トピック、およびロールを指定でき
ます。AWS Config の前提条件をセットアップするには、「前提条件」を参照してください。

AWS CLI で AWS Config をオンにするには、put-configuration-recorder、put-delivery-channel、および
start-configuration-recorder の各コマンドを使用します。

put-configuration-recorder コマンドを使用すると、選択したリソース設定を記録する新しい
設定レコーダーを作成できます。put-delivery-channel コマンドは、Amazon S3 バケットおよび 
Amazon SNS トピックに設定情報を配信する配信チャネルオブジェクトを作成します。アカウントのリー
ジョンごとに 1 つの設定レコーダーと 1 つの配信チャネルを使用できます。配信チャネルが作成される
と、start-configuration-recorder は お客様の AWS アカウントで見ることができる選択されたリ
ソース設定を記録し始めます。

また、アカウントに関連付けられた AWS リソースの説明に使用する IAM ロールのレコーダー名と 
Amazon リソースネーム (ARN) を指定できます。デフォルトでは、AWS Config が設定レコーダーの作成
時に自動的に「default」という名前を割り当てます。割り当てられた名前を変更できません。

AWS CLI を使用して、マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約の AWS Config をセットアップす
る方法については、「AWS コマンドラインインターフェイスを使用したアグリゲータのセットアップ」
を参照してください。設定項目を記録する各 AWS アカウントごとに、各リージョンで個別の設定レコー
ダーを作成する必要があります。
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• put-configuration-recorder (p. 219)
• put-delivery-channel (p. 220)
• start-configuration-recorder (p. 220)

put-configuration-recorder
お客様の put-configuration-recorder コマンドは、以下の例のように見えるようになります。

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
 name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/config-role --recording-group 
 allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=true

このコマンドでは、--recording-group パラメータで以下のオプションを使用します。

• allSupported=true - AWS Config は、すべてのサポートされているタイプのリージョナルリソー
スの設定変更を記録します。新しいタイプのリージョナルリソースのサポートが追加された場合
は、AWS Config で自動的にそのタイプのリソースの記録が開始されます。

• includeGlobalResourceTypes=true – AWS Config は、サポートされているタイプのグローバルリ
ソースを記録対象のリソースに含めます。新しいタイプのグローバルリソースのサポートが追加された
場合は、AWS Config で自動的にそのタイプのリソースの記録が開始されます。

このオプションを true に設定する前に、allSupported オプションを true に設定する必要がありま
す。

グローバルリソースを含めない場合は、このオプションを false に設定するか、このオプション自体を
省略します。

Note

既存の AWS Config ロール
AWS Security Hub または AWS Control Tower など、AWS Config を使用する AWS サービス使
用したことがある場合、かつ AWS Configロールがすでに作成されている場合、AWS Config を
セットアップするときに使用する IAM ロールがすでに作成された AWS Config ロールと同じ最
小アクセス権限を保持することを確認してください。その他の AWS サービスは引き続き期待
どおりに実行されるようにするには、これを行う必要があります。
例えば、AWS Control Tower に AWS Config が Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
オブジェクトを読み取ることを許可する IAM ロールがある場合、AWS Config のセットアップ
時に使用する IAM ロールと同じアクセス権限が付与されていることを確認してください。そう
しないと、AWS Control Tower の動作に支障をきたす可能性があります。AWS Config に対す
る IAM ロールの詳細については、「AWS アイデンティティとアクセス管理」を参照してくだ
さい。

Note

AWS Config 評価数が多い
AWS Config で記録した最初の月のアカウントアクティビティが、その後の月と比較して増加
していることに気付くかもしれません。最初のブートストラッププロセス中に、AWS Config 
は、AWS Config の記録対象として選択したアカウント内のすべてのリソースを調べます。
一時的なワークロードを実行している場合、これらの一時リソースの作成と削除に関連する設
定の変更を記録するため、AWS Config のアクティビティが増加する可能性があります。一時
的なワークロードとは、必要なときにロードされて実行されるコンピューティングリソースを
一時的に使用することです。例には、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) スポット
インスタンスや Amazon EMR ジョブ、および AWS Auto Scaling があります。一時的なワーク
ロードの実行によるアクティビティの増加を避けたい場合は、AWS Config をオフにした別の
アカウントでこの種のワークロードを実行し、設定の記録とルール評価の増加を回避すること
ができます。
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put-delivery-channel
配信チャネルをセットアップするには、put-delivery-channel コマンドを使用します。

$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://deliveryChannel.json

deliveryChannel.json ファイルは、配信チャネルの属性を指定します。

{ 
    "name": "default", 
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012", 
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic", 
    "configSnapshotDeliveryProperties": { 
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours" 
    }
}

この例では以下の属性を設定します。

• name - 配信チャネルの名前です。デフォルトでは、AWS Config は新しい配信チャネルに default と
いう名前を割り当てます。

put-delivery-channel コマンドで配信チャネル名を更新することはできません。名前を変更する手
順については、[配信チャネルの名前変更 (p. 250)] を参照してください。

• s3BucketName – AWS Config から設定スナップショットおよび設定履歴のファイルを配信する先の 
Amazon S3 バケットの名です。

別の AWS アカウントに属するバケットを指定する場合、そのバケットには AWS Config にアクセス許
可を付与するポリシーが必要です。詳細については、[Amazon S3 バケットのアクセス許可 (p. 8180)] 
を参照してください。

• snsTopicARN - AWS Config が設定変更に関する通知を送信する先の Amazon SNS トピックの 
Amazon リソースネーム (ARN) です。

別のアカウントのトピックを選択する場合、そのトピックには AWS Config にアクセス許可を付与する
ポリシーが必要です。詳細については、[Amazon SNS トピックへのアクセス許可 (p. 8185)] を参照し
てください。

• configSnapshotDeliveryProperties - deliveryFrequency の設定スナップショットの配信頻度
を設定するAWS Config 属性が含まれています。

start-configuration-recorder
AWS Config の有効化を終了するには、start-configuration-recorder コマンドを使用します。

$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName

この AWS Config がオンになっていることを確認しま
す。
AWS Config の有効化後は AWS CLI コマンドにより、AWS Config が実行されていること、および AWS 
Config が設定レコーダーと配信チャネルを作成済みであることを確認できます。AWS Config が設定の記
録と配信チャネルへの配信を開始したことも確認できます。
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この AWS Config がオンになっていることを確認します。

• 配信チャネルが作成済みであることを確認する (p. 221)
• 設定レコーダーが作成済みであることを確認する (p. 221)
• AWS Config により記録が開始されていることを確認します。 (p. 221)

配信チャネルが作成済みであることを確認する
describe-delivery-channels コマンドを使用して、Amazon S3 バケットおよび Amazon SNS ト
ピックが設定済みであることを確認します。

$ aws configservice describe-delivery-channels
{ 
    "DeliveryChannels": [ 
        { 
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-config-topic", 
            "name": "my-delivery-channel", 
            "s3BucketName": "my-config-bucket" 
        } 
    ]
}

CLI、サービス API、または SDK を使用して配信チャネルを設定するときに名前を指定しないと、AWS 
Config は自動的に「default」という名前を割り当てます。

設定レコーダーが作成済みであることを確認する
describe-configuration-recorders コマンドを使用して、設定レコーダーが作成済みであり、
そのレコーダーが IAM ロールを引き受けていることを確認します。詳細については、IAM ロールの作
成 (p. 212) を参照してください。

$ aws configservice describe-configuration-recorders
{ 
    "ConfigurationRecorders": [ 
        { 
            "roleARN": "arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole", 
            "name": "default" 
        } 
    ]
}

AWS Config により記録が開始されていることを確認します。
describe-configuration-recorder-status コマンドを使用して、アカウント内に存在しサポート
されている AWS リソースでの設定の記録を、AWS Config が開始していることを確認します。記録された
設定は、指定した配信チャネルに配信されます。

$ aws configservice describe-configuration-recorder-status
{ 
    "ConfigurationRecordersStatus": [ 
        { 
            "name": "default", 
            "lastStatus": "SUCCESS", 
            "lastStopTime": 1414511624.914, 
            "lastStartTime": 1414708460.276, 
            "recording": true, 
            "lastStatusChangeTime": 1414816537.148, 
            "lastErrorMessage": "NA", 
            "lastErrorCode": "400" 

221

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/describe-delivery-channels.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/describe-configuration-recorders.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/describe-configuration-recorder-status.html


AWS Config デベロッパーガイド
AWS SDK の操作

        } 
    ]
}

true フィールドの値 recording は、設定レコーダーがすべてのリソースの設定を記録し始めたことを
示します。AWS Config は時刻を UTC で記録します。出力は Unix timestamp として表示されます。

アカウント内のリソースを検索する方法とリソースの設定の説明については、「AWS リソースの設定およ
び履歴の表示 (p. 226)」を参照してください。

このサービスを AWS SDK で使用する
AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK に
は、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを簡単に構築できるようにする API、コード例、およ
びドキュメントが提供されています。

SDK ドキュメント コードの例

AWS SDK for C++ AWS SDK for C++ コードの例

AWS SDK for Go AWS SDK for Go コードの例

AWS SDK for Java AWS SDK for Java コードの例

AWS SDK for JavaScript AWS SDK for JavaScript コードの例

AWS SDK for Kotlin AWS SDK for Kotlin コードの例

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NET コードの例

AWS SDK for PHP AWS SDK for PHP コードの例

AWS SDK for Python (Boto3) AWS SDK for Python (Boto3) コードの例

AWS SDK for Ruby AWS SDK for Ruby コードの例

AWS SDK for Rust AWS SDK for Rust コードの例

AWS SDK for Swift AWS SDK for Swift コードの例

可用性の例

必要なものが見つからなかった場合。このページの下にある[Provide feedback] (フィードバック
を提供する) のリンクを使用して、コード例をリクエストしてください。
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AWS リソース設定の表示および 
AWS Config の管理

次の操作を行うには、AWS Config を使用します。

• アカウントで AWS Config が記録されているリソースをすべて表示します。
• AWS Config によって記録されるリソースのタイプをカスタマイズします。
• 特定の期間にわたるリソースの設定変更を AWS Config コンソールおよび AWS CLI に表示します。
• AWS リソース設定履歴の表示
• AWS リソースコンプライアンス履歴の表示
• AWS Config から Amazon SNS トピックに送信される通知をすべて表示します。
• IAM ロールの設定の変更
• 配信チャネルの変更または削除

トピック
• リージョンのサポート (p. 223)
• AWS Config ダッシュボードの表示 (p. 223)
• AWS リソースの設定および履歴の表示 (p. 226)
• AWS リソースの設定および履歴の管理 (p. 241)
• サードパーティーのリソースの記録設定 (p. 259)
• AWS リソースの現在の設定状態のクエリ (p. 266)
• AWS Config リソースのタグ付け (p. 281)
• AWS Config から Amazon SNS トピックに送信される通知 (p. 282)

リージョンのサポート
をサポートする AWS リージョンと サービスのクォータのリストについては、「 のエンドポイントと
クォータ」を参照してください。

AWS Config ダッシュボードの表示
ダッシュボードを使用して、リソース、ルール、コンフォーマンスパック、およびそれらのコンプライア
ンス状態の概要を確認し、Amazon CloudWatch による AWS Config の使用状況と成功のメトリクスを視
覚化することができます。このページでは、AWS アカウントの上位のリソース、AWS アカウントでコ
ンプライアンスレベルが最も低いコンフォーマンスパック、AWS アカウントで非準拠のルールやリソー
ス、AWS Config の使用量を高めているトラフィック、ワークフローで発生した成功と失敗の主要なメト
リクスをすばやく確認することができます。

AWS Config のダッシュボードを使用するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. 左のナビゲーションペインの [VPC Dashboard] (VPC ダッシュボード) を選択します。
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目次
• コンプライアンスおよびリソースインベントリ (p. 224)
• AWS Config の使用状況および成功のメトリクス (p. 225)

コンプライアンスおよびリソースインベントリ
セットアップ後に、AWS Config は指定されたリソースの記録を開始し、ルールに対してそれらを評価し
ます。AWS Config がリソース、ルール、コンフォーマンスパック、およびそのコンプライアンス状態を
表示するまでに、数分かかることがあります。

コンプライアンススコア別のコンフォーマンスパック

コンプライアンススコア別のコンフォーマンスパックでは、コンプライアンススコアの低い順にコン
フォーマンスパックが 10 個まで表示されます。コンプライアンススコアは、コンフォーマンスパッ
ク内の可能なルールとリソースの組み合わせの合計数に対する、コンフォーマンスパック内のコンプ
ライアンスルールとリソースの組み合わせの数の割合です。

このメトリクスにより、コンフォーマンスパックのコンプライアンス状態の概要が表示され、コン
フォーマンスパックのコンプライアンスレベルを特定、調査、把握するために使用できます。このコ
ンプライアンススコアを使用して修復の進行状況を追跡し、さまざまな要件セット間で比較を実行し
て、特定の変更またはデプロイがコンフォーマンスパックに与える影響を確認できます。

デプロイステータス、コンプライアンススコア、コンプライアンススコアのタイムライン、および
コンフォーマンスパックのルールを詳細ビューで表示するには、[コンフォーマンスパック] でコン
フォーマンスパックの名前を選択します。

コンプライアンス状況

コンプライアンスステータスは、準拠ルール、非準拠ルール、および非準拠リソースの数を表示しま
す。リソースは、関連付けられたルールの評価に基づいて、準拠または非準拠です。リソースがルー
ルの仕様に従わない場合、リソースとルールには非準拠のフラグが付けられます。

非準拠ルールとリソースのリストを表示するには、[Noncompliant rule(s)] (非準拠ルール) または
[Noncompliant resource(s)] (非準拠のリソース) を選択します。

非準拠リソースによるルール

[Rules by noncompliant resource count] (非準拠リソース数によるルール) は、上位の非準拠ルールを
リソース数の降順で表示します。ルールを選択して、その特定のルールのスコープ内の詳細、パラ
メータ、およびリソースを表示します。

非準拠ルールの包括的なリストについては、[View all noncompliant rules] (非準拠ルールの表示) を選
択します。

リソースインベントリ

[Resource inventory] (リソースインベントリ) には、AWS Config が記録しているリソースの総数が降
順で表示され、AWS アカウント内の各リソースタイプの数も表示されます。リソースタイプのすべて
のリソースを開くには、そのリソースタイプを選択して、その [Resources inventory] (リソースインベ
ントリ) ページに移動します。

ドロップダウンリストを使用して、表示するリソースの合計を指定できます。デフォルトでは、すべ
てのリソースを表示するように設定されていますが、AWSリソース、サードパーティリソース、カス
タムリソースに変更できます。

Note

次の理由により、「Evaluate your AWS resource configuration using Config rules」(Config ルール
を使用して AWS リソース設定を評価してください) というメッセージが [Dashboard] (ダッシュ
ボード) に表示される場合があります。
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• AWS アカウントで AWS Config ルールを設定していません。ルールの追加 を選択して ルール
ページに移動できます。

• AWS Config は、まだルールに対してリソースを評価中です。ページを更新して、最新の評価
結果を表示します。

• AWS Config はルールに対してリソースを評価しましたが、範囲内にリソースは見つかりませ
んでした。AWS Config が記録するリソースは、[Settings] (設定) ページで指定できます。詳細
については、「AWS Config で記録するリソースの選択 (p. 243)」を参照してください。

AWS Config の使用状況および成功のメトリクス
AWS Config コンソールで Amazon CloudWatch ダッシュボードを使用し、AWS Config の使用状況や成功
のメトリクスを視覚化することができます。

各ダッシュボードから、次の操作を実行できます。

• ダッシュボードの時間範囲を調整し、過去 1 時間、3 時間、12 時間、1 日、3 日、1 週間のデータを表
示します。

• [Custom] (カスタム) を選択して、カスタム時間範囲を入力します。過去に指定した時間の [Relative] (相
対) 時間か、2 つの日付の間の [Absolute] (絶対) 時間範囲のいずれかを選択します。また、時間形式を変
更して、ダッシュボードのデータを UTC (協定世界時) またはローカルタイムゾーン (現在使用している
コンピュータのオペレーティングシステムでローカルタイムゾーンとして指定されている時間帯) で表
示することができます。

• ダッシュボードのデータの更新する頻度を指定したり、自動更新をオフにしたりするには、[Refresh 
icon] (更新アイコン) の隣にある Drop arrow (ドロップ矢印) を使用します。[Off] (オフ)、[10 Seconds]
(10 秒)、[1 Minute] (1 分)、[2 Minutes] (2 分)、[5 Minutes] (5 分)、または [15 Minutes] (15 分) を選択し
て更新間隔を変更します。

• [Add to dashboard] (ダッシュボードに追加) を選択すると、現在 AWS Config ダッシュボード で表示し
ている AWS Config 使用状況メトリクスまたは AWS Config 成功メトリクスを CloudWatch コンソール
に追加することができます。これにより、CloudWatch コンソールに新しいタブが開き、現在の AWS 
Config 使用状況メトリクスや AWS Config 成功メトリクスからコピーした情報を使用して、CloudWatch 
に新しいカスタムダッシュボードを作成できます。

CloudWatch でこれらのメトリクスの追加の分析を実行する場合は、CloudWatch コンソールの左側
のナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択し、[AWS/Config] (AWS/ 設定) を選択しま
す。CloudWatch コンソールから実行できる操作の詳細については、CloudWatch ユーザーガイドの
「Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用」と「Amazon CloudWatch メトリクスの使用」を参照して
ください。

AWS Config 使用状況メトリクス

[Configuration Items Recorded] (記録された設定項目) は、各リソースタイプまたはすべてのリソー
スタイプについて記録された設定項目の数を表示します。設定項目は、サポートされている AWS リ
ソースのさまざまな属性を特定の時点で反映したビューです。設定項目または対応するリソースタイ
プの詳細については、「設定項目と「対応するリソースタイプ」を参照してください。

ドロップダウンリストを使用して、表示するリソースタイプを選択できます。デフォルトでは、すべ
てのリソースタイプを表示するように設定されています。

AWS Config 成功のメトリクス

[Change Notifications Delivery Failed] (変更通知配信失敗) は、配信チャネルの Amazon SNS トピック
への変更通知配信の失敗回数を表示します。変更通知は、AWS リソースの設定状態に対する変更に
ついて通知します。ConfigStreamDeliveryInfo API を使用して、変更通知の最後に試行された配信の
lastErrorCode または lastErrorMessage を取得できます。詳細については、「配信チャネルの
管理」を参照してください。
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[Config History Export Failed] (設定履歴のエクスポートに失敗) は、Amazon S3 バケットへの設定履
歴のエクスポートに失敗した回数を表示します。設定履歴は、特定期間の特定リソースに関する設定
項目のコレクションです。設定履歴の詳細については、「設定履歴」を参照してください。

[Configuration Recorder Insufficient Permissions Failure] (設定レコーダーのアクセス権限不足による失
敗) は、設定レコーダーの IAM ロールポリシーに十分なアクセス権限がないために、権限アクセスの
試行に失敗した回数を表示します。設定レコーダーは、リソースの設定変更を検出し、これらの変更
を設定項目として取り込みます。設定レコーダーが AWS リソース設定を記録するには、必要な IAM 
許可が必要です。詳細については、「設定詳細を取得するための IAM ロールポリシー」を参照してく
ださい。

[Config Snapshot Export Failed] (設定スナップショットのエクスポートの失敗) は、Amazon S3 バ
ケットへの設定スナップショットのエクスポートに失敗した回数を表示します。設定スナップショッ
トは、アカウント内のサポートされているリソースに関する設定項目のコレクションです。設定ス
ナップショットの詳細については、「設定スナップショット」を参照してください。

AWS リソースの設定および履歴の表示
AWS Config で記録しているアカウント内のすべてのリソース、指定した期間中に発生したリソースの設
定変更、および選択したリソースとすべての関連リソースとの関係を表示できます。また、リソースのコ
ンプライアンス状態の変更を表示することもできます。AWS Config Rules で評価され、タイムラインに表
示されます。

トピック
• AWS Config で検出されたリソースの検索 (p. 226)
• 設定詳細の表示 (p. 227)
• 設定のコンプライアンスの確認 (p. 232)
• リソースのコンプライアンス履歴タイムラインの表示 (p. 235)
• Amazon S3 バケットへの設定スナップショットの配信 (p. 236)

AWS Config で検出されたリソースの検索
AWS Config コンソール、AWS CLI、AWS Config API を使用すると、AWS Config がインベントリを取得
したリソースや検出したリソースを検索することができます。これには、削除したリソース、AWS Config 
が現在記録していないリソースなども含まれます。AWS Config が検出するのはサポートされているリ
ソースタイプのみです。詳細については、「サポートされているリソースタイプ (p. 11)」を参照してくだ
さい。

リソースの検索 (コンソール)
AWS Config コンソールでリソースタイプやタグ情報を使用してリソースを検索できます。

リソースを検索するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. [Resource inventory] (リソースのインベントリ) ページで、検索するリソースの検索オプションを指定
します。

• [Resource category] (リソースカテゴリ) — すべてのリソースカテゴリを選択するか、結果を AWS 
リソースのみに絞り込みます。

• [Resource type] (リソースタイプ) — すべてのリソースタイプを選択するか、フィルターに使用する
リソースを選択します。
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• [Compliance] (コンプライアンス) — 準拠、非準拠のいずれかのコンプライアンスステータスでフィ
ルターします。

3. AWS Config に検索オプションと一致するリソースが一覧表示されます。リソースに関する以下の情
報を確認できます。

• [Resource identifier] (リソース識別子) — リソース識別子は、リソース ID またはリソース名 (該当す
る場合) です。リソース識別子のリンクを選択するとリソースの詳細ページが表示されます。

• [Resource type] (リソースタイプ) – 該当するリソースのタイプが一覧表示されます。
• [Compliance] (コンプライアンス) – AWS Config がルールを適用して評価したリソースのステータス

です。

詳細については、「設定詳細の表示 (p. 227)」を参照してください。

リソースの検索 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して、AWS Config で検出したリソースを一覧表示できます。

リソースを検索するには (AWS CLI)

• AWS Configservice list-discovered-resourcesコマンドを使用します。

Example

$ aws configservice list-discovered-resources --resource-type "AWS::EC2::Instance"
        { 
            "resourceIdentifiers": [ 
                { 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "resourceId": "i-nnnnnnnn" 
                } 
            ] 
        }

レスポンスで一覧表示されたリソースの設定の詳細を表示するには、get-resource-config-history
コマンドを使用してリソースタイプと ID を指定します。このコマンドと AWS Config からのレスポンスの
例については、「設定履歴の表示 (p. 228)」を参照してください。

リソースの検索 (API)
リソースタイプを指定すると、そのタイプに属するリソースの ID のリストが AWS Config から返されま
す。詳細については、AWS Config API リファレンスの ResourceIdentifier を参照してください。

リソースを検索するには (AWS Config API)

• ListDiscoveredResources アクションを使用します。

レスポンスで一覧表示されたリソースの設定の詳細を取得するには、GetResourceConfigHistory アクショ
ンを使用してリソースタイプと ID を指定します。

設定詳細の表示
リソースの設定、関係、および変更数は、AWS Config コンソールに表示できます。リソースの設定履歴
は、AWS CLI を使用して表示することができます。
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設定詳細の表示 (コンソール)
[Resource inventory] (リソースのインベントリ) ページでリソースを検索する場合は、リソース識別子の列
にあるリソース名または ID をクリックするとリソースの詳細ページが表示されます。詳細ページは、リ
ソースの設定、関係、および変更数の情報を提供します。

[Resource Details] (リソースの詳細) ページからリソースタイムラインにアクセスする場合は、[Resource 
Timeline] (リソースタイムライン) ボタンを使用します。リソースタイムラインでは、特定のリソースの一
定期間の変更を ConfigurationItems としてキャプチャします。設定イベント、コンプライアンスイベ
ント、または CloudTrail イベントでフィルターできます。

設定詳細の表示 (AWS CLI)
AWS Config で記録する設定項目は、設定スナップショットおよび設定ストリームとしてオンデマンド
で、指定された配信チャネルに配信されます。AWS CLI を使用して、リソースごとに設定項目の履歴を表
示できます。

設定履歴の表示
get-resource-config-history コマンドを入力し、リソースタイプおよびリソース ID を指定しま
す。以下に例を示します。

$ aws configservice get-resource-config-history --resource-type AWS::EC2::SecurityGroup --
resource-id sg-6fbb3807
{ 
    "configurationItems": [ 
        { 
            "configurationItemCaptureTime": 1414708529.9219999, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "resourceId": "i-7a3b232a", 
                    "relationshipName": "Is associated with Instance" 
                }, 
                { 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "resourceId": "i-8b6eb2ab", 
                    "relationshipName": "Is associated with Instance" 
                }, 
                { 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "resourceId": "i-c478efe5", 
                    "relationshipName": "Is associated with Instance" 
                }, 
                { 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "resourceId": "i-e4cbe38d", 
                    "relationshipName": "Is associated with Instance" 
                } 
            ], 
            "availabilityZone": "Not Applicable", 
            "tags": {}, 
            "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
            "resourceId": "sg-6fbb3807", 
            "configurationStateId": "1", 
            "relatedEvents": [], 
            "arn": "arn:aws:ec2:us-east-2:012345678912:security-group/default", 
            "version": "1.0", 
            "configurationItemMD5Hash": "860aa81fc3869e186b2ee00bc638a01a", 
            "configuration": "{\"ownerId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default
\",\"groupId\":\"sg-6fbb3807\",\"description\":\"default group\",\"ipPermissions\":
[{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort\":80,\"toPort\":80,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId
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\":\"amazon-elb\",\"groupName\":\"amazon-elb-sg\",\"groupId\":\"sg-843f59ed\"}],
\"ipRanges\":[\"0.0.0.0/0\"]},{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort\":0,\"toPort\":65535,
\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default\",\"groupId
\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"udp\",\"fromPort\":0,\"toPort
\":65535,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default\",
\"groupId\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"icmp\",\"fromPort\":-1,
\"toPort\":-1,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default
\",\"groupId\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort
\":1433,\"toPort\":1433,\"userIdGroupPairs\":[],\"ipRanges\":[\"0.0.0.0/0\"]},{\"ipProtocol
\":\"tcp\",\"fromPort\":3389,\"toPort\":3389,\"userIdGroupPairs\":[],\"ipRanges\":
[\"207.171.160.0/19\"]}],\"ipPermissionsEgress\":[],\"vpcId\":null,\"tags\":[]}", 
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered", 
            "accountId": "605053316265" 
        } 
    ], 
    "nextToken":  
     ..........     

レスポンスフィールドの詳しい説明については、「Components of a Configuration Item (p. 185)」および
「サポートされているリソースタイプ (p. 11)」を参照してください。

AWS Config からの Amazon EBS 設定履歴の例
AWS Config が生成するファイルセットの各ファイルはリソースタイプを示し、AWS Config が記録したそ
のタイプに属するリソースのすべての設定変更が一覧表示されます。AWS Config は、AWS Config を有効
にしたときに指定した Amazon S3 バケットに、このリソース中心の設定履歴をオブジェクトとしてエク
スポートします。リソースタイプごとの設定履歴ファイルには、最後の履歴ファイルの配信後に、このタ
イプのリソースで検出された変更が含まれています。通常、履歴ファイルは 6 時間ごとに配信されます。

次の例では、AWS アカウントの現在のリージョンで、すべての Amazon Elastic Block Store ボリューム
の設定履歴を記述する Amazon S3 オブジェクトの内容を示します。このアカウントのボリュームには
vol-ce676ccc と vol-cia007c が含まれています。前回の履歴ファイルの配信後に、ボリューム vol-
ce676ccc には 2 つの設定変更があり、ボリューム vol-cia007c には 1 つの設定変更があります。

{ 
    "fileVersion": "1.0", 
    "requestId": "asudf8ow-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3trye", 
    "configurationItems": [ 
        { 
            "snapshotVersion": "1.0", 
            "resourceId": "vol-ce676ccc", 
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc", 
            "accountId": "12345678910", 
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z", 
            "configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "relatedEvents": [ 
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4", 
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281" 
            ], 
            "availibilityZone": "us-west-2b", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z", 
            "tags": {}, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "i-344c463d", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "name": "Attached to Instance" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "volumeId": "vol-ce676ccc", 
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                "size": 1, 
                "snapshotId": "", 
                "availabilityZone": "us-west-2b", 
                "state": "in-use", 
                "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000", 
                "attachments": [ 
                    { 
                        "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                        "instanceId": "i-344c463d", 
                        "device": "/dev/sdf", 
                        "state": "attached", 
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                        "deleteOnTermination": false 
                    } 
                ], 
                "tags": [ 
                    { 
                        "tagName": "environment", 
                        "tagValue": "PROD" 
                    }, 
                    { 
                        "tagName": "name", 
                        "tagValue": "DataVolume1" 
                    } 
                ], 
                "volumeType": "standard" 
            } 
        }, 
        { 
            "configurationItemVersion": "1.0", 
            "resourceId": "vol-ce676ccc", 
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc", 
            "accountId": "12345678910", 
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T21:47:08.918Z", 
            "configurationItemState": "3e660fdf-4e34-4f32-sseb-0ace5bf3d63a", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "relatedEvents": [ 
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-ad229edbb1e4", 
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04w292281" 
            ], 
            "availibilityZone": "us-west-2b", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z", 
            "tags": {}, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "i-344c463d", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "name": "Attached to Instance" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                "size": 1, 
                "snapshotId": "", 
                "availabilityZone": "us-west-2b", 
                "state": "in-use", 
                "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000", 
                "attachments": [ 
                    { 
                        "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                        "instanceId": "i-344c463d", 
                        "device": "/dev/sdf", 
                        "state": "attached", 
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                        "deleteOnTermination": false 
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                    } 
                ], 
                "tags": [ 
                    { 
                        "tagName": "environment", 
                        "tagValue": "PROD" 
                    }, 
                    { 
                        "tagName": "name", 
                        "tagValue": "DataVolume1" 
                    } 
                ], 
                "volumeType": "standard" 
            } 
        }, 
        { 
            "configurationItemVersion": "1.0", 
            "resourceId": "vol-cia007c", 
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-cia007c", 
            "accountId": "12345678910", 
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T20:47:08.918Z", 
            "configurationItemState": "3e660fdf-4e34-4f88-sseb-0ace5bf3d63a", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "relatedEvents": [ 
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adjhk8edbb1e4", 
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a67u292281" 
            ], 
            "availibilityZone": "us-west-2b", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T20:43:53.885Z", 
            "tags": {}, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "i-344e563d", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "name": "Attached to Instance" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "volumeId": "vol-cia007c", 
                "size": 1, 
                "snapshotId": "", 
                "availabilityZone": "us-west-2b", 
                "state": "in-use", 
                "createTime": "2014-02-27T20:43:53.0885+0000", 
                "attachments": [ 
                    { 
                        "volumeId": "vol-cia007c", 
                        "instanceId": "i-344e563d", 
                        "device": "/dev/sdf", 
                        "state": "attached", 
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                        "deleteOnTermination": false 
                    } 
                ], 
                "tags": [ 
                    { 
                        "tagName": "environment", 
                        "tagValue": "PROD" 
                    }, 
                    { 
                        "tagName": "name", 
                        "tagValue": "DataVolume2" 
                    } 
                ], 
                "volumeType": "standard" 
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            } 
        } 
    ]
}

設定のコンプライアンスの確認
AWS Config コンソール、AWS CLI、または AWS Config API を使用して、ルールとリソースのコンプラ
イアンス状態を確認できます。

目次
• コンプライアンスの表示 (コンソール) (p. 232)
• コンプライアンスの表示 (CLI) (p. 232)
• コンプライアンスの表示 (API) (p. 234)

コンプライアンスの表示 (コンソール)
コンプライアンスを表示する

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが AWS Config ルールをサポートす
るリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンのリストについて
は、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエンドポイント」を
参照してください。

3. ナビゲーションペインで、[Resources] (リソース) を選択します。[Resource inventory] (リソースのイ
ンベントリ) ページで、リソースカテゴリ、リソースタイプ、およびコンプライアンスステータスで
フィルタリングできます。必要に応じて、[Include deleted resources] (削除されたリソースを含める) 
をクリックします。この表には、リソースタイプのリソース識別子、およびそのリソースのリソース
コンプライアンスのステータスが表示されます。リソース識別子とは、リソース ID またはリソース名
です。

4. リソース識別子の列からリソースを選択します。
5. [Resource Timeline] (リソースタイムライン) ボタンをクリックします。設定イベント、コンプライア

ンスイベント、または CloudTrail イベントでフィルターできます。

Note

または、[Resource inventory] (リソースのインベントリ) ページでリソース名を直接クリック
することもできます。[Resource Details] (リソースの詳細) ページからリソースタイムライン
にアクセスする場合は、[Resource Timeline] (リソースタイムライン) ボタンを使用します。

また、[Resource inventory] (リソースのインベントリ) ページでリソースを探し、そのコンプライアンス状
態を確認することもできます。詳細については、「AWS Config で検出されたリソースの検索 (p. 226)」
を参照してください。

コンプライアンスの表示 (CLI)
Example コンプライアンスを表示する

コンプライアンスを表示するには、以下のいずれかの CLI コマンドを使用します。

• 各ルールのコンプライアンスステータスを確認するには、次の例に示すように describe-
compliance-by-config-rule コマンドを使用します。
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$ aws configservice describe-compliance-by-config-rule
{ 
    "ComplianceByConfigRules": [ 
        { 
            "Compliance": { 
                "ComplianceContributorCount": { 
                    "CappedCount": 2, 
                    "CapExceeded": false 
                }, 
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT" 
            }, 
            "ConfigRuleName": "instances-in-vpc" 
        }, 
        { 
            "Compliance": { 
                "ComplianceType": "COMPLIANT" 
            }, 
            "ConfigRuleName": "restricted-common-ports" 
        },
...

コンプライアンスタイプが NON_COMPLIANT になっているルールごとに、AWS Config は準拠していな
いリソースの数を CappedCount パラメータで返します。

• AWS Config で評価された特定のルールに対する各リソースのコンプライアンスステータスの結果を確
認するには、次の例に示すように get-compliance-details-by-config-rule コマンドを使用し
ます。

$ aws configservice get-compliance-details-by-config-rule --config-rule-
name ConfigRuleName{ 
    "EvaluationResults": [ 
        { 
            "EvaluationResultIdentifier": { 
                "OrderingTimestamp": 1443610576.349, 
                "EvaluationResultQualifier": { 
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "ResourceId": "i-nnnnnnnn", 
                    "ConfigRuleName": "ConfigRuleName" 
                } 
            }, 
            "ResultRecordedTime": 1443751424.969, 
            "ConfigRuleInvokedTime": 1443751421.208, 
            "ComplianceType": "COMPLIANT" 
        }, 
        { 
            "EvaluationResultIdentifier": { 
                "OrderingTimestamp": 1443610576.349, 
                "EvaluationResultQualifier": { 
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "ResourceId": "i-nnnnnnnn", 
                    "ConfigRuleName": "ConfigRuleName" 
                } 
            }, 
            "ResultRecordedTime": 1443751425.083, 
            "ConfigRuleInvokedTime": 1443751421.301, 
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT" 
        },
...

• 特定のタイプに属する各 AWS リソースのコンプライアンスステータスを確認するには、次の例に示す
ように describe-compliance-by-resource コマンドを使用します。
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$ aws configservice describe-compliance-by-resource --resource-type AWS::EC2::Instance
{ 
    "ComplianceByResources": [ 
        { 
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance", 
            "ResourceId": "i-nnnnnnnn", 
            "Compliance": { 
                "ComplianceContributorCount": { 
                    "CappedCount": 1, 
                    "CapExceeded": false 
                }, 
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT" 
            } 
        }, 
        { 
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance", 
            "ResourceId": "i-nnnnnnnn", 
            "Compliance": { 
                "ComplianceType": "COMPLIANT" 
            } 
        },
...

• 個別の AWS リソースのコンプライアンスの詳細を確認するには、get-compliance-details-by-
resource コマンドを使用します。

$ aws configservice get-compliance-details-by-resource --resource-type AWS::EC2::Instance
 --resource-id i-nnnnnnnn
{ 
    "EvaluationResults": [ 
        { 
            "EvaluationResultIdentifier": { 
                "OrderingTimestamp": 1443610576.349, 
                "EvaluationResultQualifier": { 
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "ResourceId": "i-nnnnnnnn", 
                    "ConfigRuleName": "instances-in-vpc" 
                } 
            }, 
            "ResultRecordedTime": 1443751425.083, 
            "ConfigRuleInvokedTime": 1443751421.301, 
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT" 
        } 
    ]
}

コンプライアンスの表示 (API)
Example コンプライアンスを表示する

コンプライアンスを表示するには、以下のいずれかの API アクションを使用します。

• 各ルールのコンプライアンスステータスを確認するには、DescribeComplianceByConfigRule アクショ
ンを使用します。

• AWS Config で評価された特定のルールに対する各リソースのコンプライアンスステータスを確認する
には、GetComplianceDetailsByConfigRule アクションを使用します。

• 特定のタイプに属する各 AWS リソースのコンプライアンスステータスを確認するに
は、DescribeComplianceByResource アクションを使用します。
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• 個別の AWS リソースのコンプライアンスの詳細を確認するには GetComplianceDetailsByResource ア
クションを使用します。詳細には、そのリソースを評価した AWS Config ルール、最終評価日、リソー
スが各ルールに準拠しているかどうかが表示されます。

リソースのコンプライアンス履歴タイムラインの表示
AWS Config では、AWS Config Rules で評価されたリソースのコンプライアンス状態の変更を保
存することができます。リソースのコンプライアンス履歴は、タイムラインの形式で表示されま
す。タイムラインでは、特定リソースの一定期間の変更を ConfigurationItems としてキャプ
チャします。ConfigurationItem の内容の詳細については、AWS Config API リファレンスの
「ConfigurationItem」を参照してください。

AWS Config のすべてのリソースタイプの記録をオプトインまたはオプトアウトすることができます。す
べてのリソースタイプの記録を選択 (オプトイン) した場合、AWS Config は AWS Config Rules によって
評価されたリソースのコンプライアンス履歴を自動的に記録し始めます。デフォルトでは、AWS Config 
はサポートされているすべてのリソースの設定変更を記録します。また、リソースコンプライアンス履歴
の特定のリソースタイプ (AWS::Config::ResourceCompliance) のみを選択することもできます。詳
細については、AWS Config が記録するリソースの選択を参照してください。

リソースを使用したリソースタイムラインの表示
[Resource inventory] (リソースのインベントリ) ページから特定のリソースを選択して、リソースのタイム
ラインにアクセスします。

1. ナビゲーションから、[Resources] (リソース)をクリックします。
2. [Resource inventory] (リソースのインベントリ) ページで、リソースカテゴリ、リソースタイプ、およ

びコンプライアンスステータスでフィルタリングできます。必要に応じて、[Include deleted resources]
(削除されたリソースを含める) をクリックします。

この表には、リソースタイプのリソース識別子、およびそのリソースのリソースコンプライアンスのス
テータスが表示されます。リソース識別子とは、リソース ID またはリソース名です。

3. リソース識別子の列からリソースを選択します。
4. [Resource Timeline] (リソースタイムライン) ボタンをクリックします。設定イベント、コンプライアン

スイベント、または CloudTrail イベントでフィルターできます。

Note

または、[Resource inventory] (リソースのインベントリ) ページでリソース名を直接クリックす
ることもできます。[Resource details] (リソースの詳細) ページからリソースタイムラインにア
クセスする場合は、[Resource Timeline] (リソースタイムライン) ボタンを使用します。

ルールを使用したリソースタイムラインの表示
[Rule] (ルール) ページから特定のルールを選択して、リソースタイムラインにアクセスします。

1. 左のナビゲーションから [Rules] を選択します。
2. [Rule] (ルール) ページで、関連するリソースを評価しているルールの名前をクリックします。ルールが

画面に表示されない場合は、[Add rule] ボタンを使用してルールを追加します。
3. ルールの詳細ページで、評価が行われたリソースの表からリソースを選択します。
4. [Resource Timeline] (リソースタイムライン) ボタンをクリックします。リソースのタイムラインが表示

されます。
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コンプライアンス履歴のクエリ
get-resource-config-history を使用して、リソースタイプ AWS::Config::ResourceCompliance でリ
ソースコンプライアンス履歴の問い合わせを行います。

aws configservice get-resource-config-history --resource-type 
 AWS::Config::ResourceCompliance --resource-id AWS::S3::Bucket/configrules-bucket

次のような出力が表示されます。

{ 
 "configurationItems": [ 
  { 
   "configurationItemCaptureTime": 1539799966.921, 
   "relationships": [ 
    { 
     "resourceType": "AWS::S3::Bucket", 
     "resourceId": "configrules-bucket", 
     "relationshipName": "Is associated with " 
    } 
   ] 
   "tags": {}, 
   "resourceType": "AWS::Config::ResourceCompliance", 
   "resourceId": "AWS::S3::Bucket/configrules-bucket", 
   "ConfigurationStateId": "1539799966921", 
   "relatedEvents": []; 
   "awsRegion": "us-west-2", 
   "version": "1.3", 
   "configurationItemMD5Hash": "", 
   "supplementaryConfiguration": {}, 
   "configuaration": "{\"complianceType\":\"COMPLIANT\",\"targetResourceId\":\"configrules-
bucket\",\"targetResourceType\":\"AWS::S3::Bucket\",\configRuleList"\":[{\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-west-2:AccountID:config-rule/config-rule-w1gogw\",\"configRuleId\":
\"config-rule-w1gogw\",\"configRuleName\":\"s3-bucket-logging-enabled\",\"complianceType\":
\"COMPLIANT\"}]}", 
    
   "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered", 
   "accountId": "AccountID" 
  } 
 ]
} 

Amazon S3 バケットへの設定スナップショットの配
信
AWS Config は、配信チャネルの設定時に指定した AWS Amazon S3 バケットへ記録している AWS 
Config リソースの設定スナップショットを配信します。

トピック
• 設定スナップショットを配信する (p. 236)
• AWS Config の設定スナップショットの例 (p. 237)
• 配信ステータスを確認する (p. 240)
• Amazon S3 バケットの設定スナップショットの表示 (p. 241)
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設定スナップショットを配信する
DeliverConfigSnapshot アクションを呼び出すか、またはAWS Config AWS CLI コマンドを実行する
と、deliver-config-snapshot が設定スナップショットを生成します。AWS Config は、AWS Config 
を有効にした際に指定した Amazon S3 バケットに設定スナップショットを保存します。

配信チャネルの設定時に  によって割り当てられた名前を指定して、deliver-config-snapshotAWS 
Config コマンドを入力します。

$ aws configservice deliver-config-snapshot --delivery-channel-name default
{ 
    "configSnapshotId": "94ccff53-83be-42d9-996f-b4624b3c1a55"
}

AWS Config の設定スナップショットの例
次の例は、AWS Config で設定スナップショットに取り込まれる情報を示しています。スナップショット
は、AWS アカウントの現在のリージョンで AWS Config が記録しているリソースの設定と、これらのリ
ソース間の関係を記述しています。

Note

設定スナップショットには、サポートされていないリソースタイプとリソース ID への参照を含め
ることができます。

{ 
    "fileVersion": "1.0", 
    "requestId": "asudf8ow-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3trye", 
    "configurationItems": [ 
        { 
            "configurationItemVersion": "1.0", 
            "resourceId": "vol-ce676ccc", 
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc", 
            "accountId": "12345678910", 
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z", 
            "configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "relatedEvents": [ 
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4", 
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281" 
            ], 
            "availibilityZone": "us-west-2b", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z", 
            "tags": {}, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "i-344c463d", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "name": "Attached to Instance" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                "size": 1, 
                "snapshotId": "", 
                "availabilityZone": "us-west-2b", 
                "state": "in-use", 
                "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000", 
                "attachments": [ 
                    { 
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                        "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                        "instanceId": "i-344c463d", 
                        "device": "/dev/sdf", 
                        "state": "attached", 
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                        "deleteOnTermination": false 
                    } 
                ], 
                "tags": [ 
                    { 
                        "tagName": "environment", 
                        "tagValue": "PROD" 
                    }, 
                    { 
                        "tagName": "name", 
                        "tagValue": "DataVolume1" 
                    } 
                ], 
                "volumeType": "standard" 
            } 
        }, 
        { 
            "configurationItemVersion": "1.0", 
            "resourceId": "i-344c463d", 
            "accountId": "12345678910", 
            "arn": "arn:aws:ec2:us-west-2b:123456789012:instance/i-344c463d", 
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:09.523Z", 
            "configurationStateID": "cdb571fa-ce7a-4ec5-8914-0320466a355e", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "relatedEvents": [ 
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4", 
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281" 
            ], 
            "availibilityZone": "us-west-2b", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
            "resourceCreationTime": "2014-02-26T22:56:35.000Z", 
            "tags": { 
                "Name": "integ-test-1", 
                "examplename": "examplevalue" 
            }, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "vol-ce676ccc", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
                    "name": "Attached Volume" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "vol-ef0e06ed", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
                    "name": "Attached Volume", 
                    "direction": "OUT" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "subnet-47b4cf2c", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::SUBNET", 
                    "name": "Is contained in Subnet", 
                    "direction": "IN" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "instanceId": "i-344c463d", 
                "imageId": "ami-ccf297fc", 
                "state": { 
                    "code": 16, 
                    "name": "running" 
                }, 
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                "privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-west-2.compute.internal", 
                "publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.us-west-2.compute.amazonaws.com", 
                "stateTransitionReason": "", 
                "keyName": "configDemo", 
                "amiLaunchIndex": 0, 
                "productCodes": [], 
                "instanceType": "t1.micro", 
                "launchTime": "2014-02-26T22:56:35.0000+0000", 
                "placement": { 
                    "availabilityZone": "us-west-2b", 
                    "groupName": "", 
                    "tenancy": "default" 
                }, 
                "kernelId": "aki-fc8f11cc", 
                "monitoring": { 
                    "state": "disabled" 
                }, 
                "subnetId": "subnet-47b4cf2c", 
                "vpcId": "vpc-41b4cf2a", 
                "privateIpAddress": "172.31.21.63", 
                "publicIpAddress": "54.218.4.189", 
                "architecture": "x86_64", 
                "rootDeviceType": "ebs", 
                "rootDeviceName": "/dev/sda1", 
                "blockDeviceMappings": [ 
                    { 
                        "deviceName": "/dev/sda1", 
                        "ebs": { 
                            "volumeId": "vol-ef0e06ed", 
                            "status": "attached", 
                            "attachTime": "2014-02-26T22:56:38.0000+0000", 
                            "deleteOnTermination": true 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "deviceName": "/dev/sdf", 
                        "ebs": { 
                            "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                            "status": "attached", 
                            "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                            "deleteOnTermination": false 
                        } 
                    } 
                ], 
                "virtualizationType": "paravirtual", 
                "clientToken": "aBCDe123456", 
                "tags": [ 
                    { 
                        "key": "Name", 
                        "value": "integ-test-1" 
                    }, 
                    { 
                        "key": "examplekey", 
                        "value": "examplevalue" 
                    } 
                ], 
                "securityGroups": [ 
                    { 
                        "groupName": "launch-wizard-2", 
                        "groupId": "sg-892adfec" 
                    } 
                ], 
                "sourceDestCheck": true, 
                "hypervisor": "xen", 
                "networkInterfaces": [ 
                    { 

239



AWS Config デベロッパーガイド
設定スナップショットを配信する

                        "networkInterfaceId": "eni-55c03d22", 
                        "subnetId": "subnet-47b4cf2c", 
                        "vpcId": "vpc-41b4cf2a", 
                        "description": "", 
                        "ownerId": "12345678910", 
                        "status": "in-use", 
                        "privateIpAddress": "172.31.21.63", 
                        "privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-west-2.compute.internal", 
                        "sourceDestCheck": true, 
                        "groups": [ 
                            { 
                                "groupName": "launch-wizard-2", 
                                "groupId": "sg-892adfec" 
                            } 
                        ], 
                        "attachment": { 
                            "attachmentId": "eni-attach-bf90c489", 
                            "deviceIndex": 0, 
                            "status": "attached", 
                            "attachTime": "2014-02-26T22:56:35.0000+0000", 
                            "deleteOnTermination": true 
                        }, 
                        "association": { 
                            "publicIp": "54.218.4.189", 
                            "publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.us-
west-2.compute.amazonaws.com", 
                            "ipOwnerId": "amazon" 
                        }, 
                        "privateIpAddresses": [ 
                            { 
                                "privateIpAddress": "172.31.21.63", 
                                "privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-
west-2.compute.internal", 
                                "primary": true, 
                                "association": { 
                                    "publicIp": "54.218.4.189", 
                                    "publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.us-
west-2.compute.amazonaws.com", 
                                    "ipOwnerId": "amazon" 
                                } 
                            } 
                        ] 
                    } 
                ], 
                "ebsOptimized": false 
            } 
        } 
    ]
}

次のステップでは、設定スナップショットが配信チャネルに正常に配信されたことを確認します。

配信ステータスを確認する
指定した配信チャネルへの設定の配信が  で開始されたことを確認するには、describe-delivery-
channel-statusAWS Config コマンドを入力します。次に例を示します。

$ aws configservice describe-delivery-channel-status
{ 
    "DeliveryChannelsStatus": [ 
        { 
            "configStreamDeliveryInfo": { 
                "lastStatusChangeTime": 1415138614.125, 
                "lastStatus": "SUCCESS" 
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            }, 
            "configHistoryDeliveryInfo": { 
                "lastSuccessfulTime": 1415148744.267, 
                "lastStatus": "SUCCESS", 
                "lastAttemptTime": 1415148744.267 
            }, 
            "configSnapshotDeliveryInfo": { 
                "lastSuccessfulTime": 1415333113.4159999, 
                "lastStatus": "SUCCESS", 
                "lastAttemptTime": 1415333113.4159999 
            }, 
            "name": "default" 
        } 
    ]
}

レスポンスには、バケットとトピックに設定を配信するために AWS Config で使用される 3 つすべての配
信フォーマットのステータスが一覧表示されます。

lastSuccessfulTime の configSnapshotDeliveryInfo フィールドを確認してください。時刻は、
前回に設定スナップショットの配信をリクエストした時刻と一致する必要があります。

Note

AWS Config は UTC 形式 (協定世界時) を使用して時刻を記録します。

Amazon S3 バケットの設定スナップショットの表示
1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. Amazon S3 コンソールの [All Buckets] (すべてのバケット) リストで、Amazon S3 バケットの名前を

クリックします。
3. バケット内のネストされたフォルダを繰り返しクリックして、コマンドから返された ID と一致するス

ナップショット ID の ConfigSnapshot オブジェクトを表示します。オブジェクトをダウンロードし
て開き、設定スナップショットを表示します。

S3 バケットには、ConfigWritabilityCheckFileという空のファイルも含まれています。AWS 
Config では、このファイルを作成してサービスによる S3 バケットへの正常な書き込みを検証しま
す。

AWS リソースの設定および履歴の管理
IAM ロールの設定の変更、または配信チャネル (Amazon Simple Storage Service バケットや Amazon 
Simple Notification Service トピックなど) の変更や削除はいつでも行うことができます。アカウントに関
連付けられている設定レコーダーを起動または停止できます。また、記録対象のリソースタイプをカスタ
マイズできます。

トピック
• AWS Config に割り当てられた IAM ロールの更新 (p. 242)
• AWS Config で記録するリソースの選択 (p. 243)
• 配信チャネルの管理 (p. 248)
• 設定レコーダーの管理 (p. 251)
• マネージドインスタンスのソフトウェア設定の記録 (p. 254)
• AWS Config データの削除 (p. 256)
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AWS Config に割り当てられた IAM ロールの更新
AWS Config によって引き受けられた IAM ロールはいつでも更新できます。IAM ロールを更新する前に、
古いロールと置き換える新しいロールを作成済みであることを確認します。設定を記録して配信チャネ
ルに配信するためのアクセス許可を AWS Config に付与するポリシーを新しいロールにアタッチする必要
があります。また、新しい IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) は必ずコピーしておいてくださ
い。IAM ロールを更新するときに必要になります。IAM ロールの作成と IAM ロールへの必要なポリシーの
アタッチの詳細については、[IAM ロールの作成 (p. 212)]を参照してください。

Note

既存の IAM ロールの ARN を確認するには、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) に移動します。ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。次に、該当する
ロールの名前を選択し、[Summary] (サマリ) ページの上部にある ARN を見つけます。

IAM ロールの更新
AWS Management Console または AWS CLI を使用して IAM ロールを更新できます。

ルールがサポートされているリージョンで IAM ロールを更新するには (コンソール)

AWS Config ルールをサポートしているリージョンで AWS Config を使用している場合は、次の手順を実
行します。サポートされているリージョンのリストについては、AWS Config の「Amazon Web Services 
全般のリファレンス のリージョンとエンドポイント」を参照してください。

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Settings(設定)] を選択します。
3. AWS Config [role] (AWS Config ロール) セクションで、IAM ロールをクリックします。

• [Create a role (ロールの作成)] - AWS Config が必要なアクセス許可を持つロールを作成しま
す。[Role name] (ロール名) で AWS Config が作成する名前をカスタマイズできます。

• [Choose a role from your account (アカウントからロールを選択)] - [Role name (ロール名)] でアカウ
ントの IAM ロールを選択します。AWS Config が必要なポリシーをアタッチします。詳細について
は、[AWS Config に割り当てられた IAM ロールのアクセス許可 (p. 8177)] を参照してください。

Note

IAM ロールをそのまま使用する場合は、[チェックボックス] をオンにします。AWS Config 
はそのロールに対してポリシーをアタッチしません。

4. [Save (保存)] を選択します。

ルールがサポートされていないリージョンで IAM ロールを更新するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. [Resouce inventory (リソースインベントリー)] ページで、設定アイコン ( ) を選択します。
3. [Continue (続行)] を選択します。
4. [AWS Config がリソース設定を読み取るアクセス許可を要求している] ページで、[View Details (詳細

を表示)] を選択します。
5. [Role Summary (ロールの概要)] セクションで、[IAM role (IAM ロール)] を選択します。

• ロールを作成する場合は、[IAM Role (IAM ロール)] で [Create a new IAM Role (新しい IAM ロール
を作成する)] を選択します。次に [Role Name (ロール名)] に名前を入力します。
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• 既存のロールを使用する場合は、[IAM Role] (IAM ロール) でロールを選択します。次に、[Policy 
Name (ポリシー名)] で使用可能なポリシーを選択するか、[Create a new Role Policy (新しいロール
ポリシーを作成する)] でポリシーを新規作成します。

6. [Allow] (許可) を選択します。

IAM ロールを更新するには (AWS CLI)

• put-configuration-recorderコマンドを使用して、新しいロールの Amazon リソースネーム 
(ARN) を指定します。

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
 name=configRecorderName,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole

AWS Config で記録するリソースの選択
AWS Config は、サポートされているタイプのリソースの作成、変更、または削除を継続的に検出しま
す。AWS Config では、これらのイベントを設定項目として記録します。すべてのサポートされているタ
イプのリソースの変更またはユーザーに関連するタイプのみの変更を記録するように AWS Config をカス
タマイズできます。AWS Config で記録できるリソースのタイプについては、[サポートされているリソー
スタイプ (p. 11)] を参照してください。

Note

AWS Config 評価数が多い
AWS Config で記録した最初の月のアカウントアクティビティが、その後の月と比較して増加
していることに気付くかもしれません。最初のブートストラッププロセス中に、AWS Config 
は、AWS Config の記録対象として選択したアカウント内のすべてのリソースを調べます。
一時的なワークロードを実行している場合、これらの一時リソースの作成と削除に関連する設定
の変更を記録するため、AWS Config のアクティビティが増加する可能性があります。一時的な
ワークロードとは、必要なときにロードされて実行されるコンピューティングリソースを一時的
に使用することです。例には、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) スポットインスタ
ンスや Amazon EMR ジョブ、および AWS Auto Scaling があります。一時的なワークロードの実
行によるアクティビティの増加を避けたい場合は、AWS Config をオフにした別のアカウントで
この種のワークロードを実行し、設定の記録とルール評価の増加を回避することができます。

すべてのサポートされているリソースタイプの記録
デフォルトでは、AWS Config が実行されているリージョンで検出した現在および将来のすべてのサポー
トされているタイプのリージョナルリソースの設定変更が AWS Config で記録されます。新しいタイプの
リージョナルリソースのサポートが追加された場合は、AWS Config で自動的にそのタイプのリソースの
記録が開始されます。リージョナルリソースは特定のリージョンに結び付けられており、そのリージョン
でのみ使用できます。リージョナルリソースの例は Amazon EC2 インスタンスと Amazon EBS ボリュー
ムです。

AWS Configコマンドを使用して配信チャネルを削除します。グローバルリソースは、特定のリージョン
に結び付けられていないため、すべてのリージョンで使用できます。AWS Config でサポートしているグ
ローバルリソースタイプには、IAM ユーザー、グループ、ロール、およびカスタマー管理ポリシーがあり
ます。

Important

2022 年 2 月以降に AWS Config の記録にオンボードされた新しいグローバルリソースタイプは、
商用パーティションについてはサービスのあるホームリージョンのみ、GovCloud パーティショ
ンについては AWS GovCloud (米国西部) のみで記録されるようになります。これらの新しいグ
ローバルリソースタイプの設定項目は、ホームリージョンおよび AWS GovCloud (米国西部) 以外
では表示できません。
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AWS::IAM::Group、AWS::IAM::Policy、AWS::IAM::Role、AWS::IAM::User など、サ
ポートされるグローバルリソースタイプで 2022 年 2 月以前にオンボードされたものは変更され
ず、今後も AWS Config でサポートされているすべてのリージョン内の設定項目が提供されま
す。この変更は、2022 年 2 月以降にオンボードされた新しいグローバルリソースタイプのみに影
響します。
2022 年 2 月以降にオンボーディングされたグローバルリソースタイプを記録するには、記録対象
のグローバルリソースタイプのホームリージョンにおいて、すべてのサポートされているリソー
スタイプの記録、を有効にします。

2022 年 2 月以降にオンボーディングされたグローバルリソースタイプのホームリージョン

AWS のサービス リソースタイプの値 ホームリージョン

Amazon Elastic Container 
Registry Public

AWS::ECR::PublicRepository 米国東部 (バージニア北部) リー
ジョン

AWS::GlobalAccelerator::Listener米国西部 (オレゴン) リージョン

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup米国西部 (オレゴン) リージョン

AWS Global Accelerator

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator米国西部 (オレゴン) リージョン

AWS::Route53::HostedZone 米国東部 (バージニア北部) リー
ジョン

Amazon Route 53

AWS::Route53::HealthCheck 米国東部 (バージニア北部) リー
ジョン

特定のリソースタイプの記録
一部のサポートされているリソースの変更を AWS Config で記録しない場合は、特定のタイプのみの変更
を記録するようにカスタマイズできます。AWS Config は、指定されたリソースタイプについてリソース
の作成や削除などの設定変更を記録します。

リソースが記録されない場合、AWS Config は無料でそのリソースの作成と削除のみを取り込み、他の詳
細を取り込みません。記録対象外のリソースが作成または削除されると、AWS Config は通知を送信する
とともに、イベントをリソースの詳細ページに表示します。記録対象外のリソースの詳細ページでは、ほ
とんどの設定詳細について null 値が表示され、関係や設定変更に関する情報は表示されません。

記録対象のリソースについて AWS Config が提供する関係情報は、記録対象外のリソースのデータが不足
しているという理由で制限されることはありません。記録対象のリソースが記録対象外のリソースに関連
付けられている場合、その関係は記録対象のリソースの詳細ページに表示されます。

AWS Config によるリソースタイプの記録はいつでも停止できます。AWS Config によるリソースの記録
が停止しても、それまでに取り込まれた設定情報は保持されるため、この情報に引き続きアクセスできま
す。

AWS Config ルールを使用して、AWS Config で記録するリソースのみのコンプライアンスを評価できま
す。

AWS Config ルールとグローバルリソースタイプ
2022 年 2 月より前にオンボーディングされたグローバルリソースタイプ 
(AWS::IAM::Group、AWS::IAM::Policy、AWS::IAM::Role、および AWS::IAM::User) は、サ
ポートされているすべてのリージョンで AWS Config によって記録されます。これは、これらのグローバ
ルリソースのコンプライアンスを報告する定期的なルールが、サポートされているすべてのリージョンで
評価を継続することを意味します。グローバルリソースの記録を有効にしていないリージョンでも同様で
す。
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Note

定期的なルールは、AWS Config の記録がサポートしないリソースで実行でき、設定レコーダー
を有効にしなくても実行可能です。定期的なルールは設定項目に依存しません。変更によってト
リガーされるルールと定期的なルールの違いに関する詳細については、「AWS Config ルールの
トリガーの指定」を参照してください。

2022 年 2 月より前にオンボーディングされたグローバルリソースタイプを記録しない場合は、不要なコ
ストを回避するために、次の定期ルールを有効にしないことをお勧めします。

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• iam-password-policy
• iam-policy-in-use
• iam-root-access-key-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-unused-credentials-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled

グローバルリソースに関するコンプライアンスを報告するためのベストプラクティス

2022 年 2 月より前にオンボーディングされたグローバルリソースタイプ 
(AWS::IAM::Group、AWS::IAM::Policy、AWS::IAM::Role、および AWS::IAM::User) を記録す
る場合、コストと API スロットリングを回避するために、サポートされているリージョンのいずれかでこ
れらのグローバルリソースを範囲とする AWS Config ルールとコンフォーマンスパックのみをデプロイし
てください。これは、通常の AWS Config ルール、組織の AWS Config ルール、および他の AWS のサー
ビス (Security Hub や Control Tower など) によって作成されたルールに適用されます。

2022 年 2 月以降に AWS Config の記録にオンボードされた新しいグローバルリソースタイプは、商用パー
ティションについてはサービスのあるホームリージョンのみ、GovCloud パーティションについては AWS 
GovCloud (米国西部) のみで記録されるようになります。リソースタイプのホームリージョンでこれらの
グローバルリソースを範囲とする AWS Config ルールとコンフォーマンスパックのみをデプロイします。
詳細については、「2022 年 2 月以降にオンボーディングされたグローバルリソースタイプのホームリー
ジョン」を参照してください。

リソースの選択 (コンソール)
AWS Config コンソールを使用して AWS Config で記録するリソースのタイプを選択できます。

リソースを選択するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. [Settings] (設定) ページを開きます。

• AWS Config ルールをサポートするリージョンで AWS Config を使用している場合は、ナビゲー
ションペインの [Settings] (設定) を選択します。サポートされているリージョンのリストについて
は、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエンドポイント」
を参照してください。

• それ以外の場合は、 [Resource Inventory (リソースインベントリ)] ページの [Setting Icon (設定アイ
コン)( )] を選択します。

3. [Resource types to record (記録するリソースタイプ)] セクションで、AWS で記録する AWS Config リ
ソースのタイプを指定します。
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• [All resources (すべてのリソース) ] - AWS Config はサポートされているすべてのリソースを記録し
ます。以下のオプションがあります。
• [Record all resources supported in this region (このリージョンではサポートされているすべての

リソースを記録します)] - AWS Config はサポートされているすべてのタイプのリージョナルリ
ソースの設定変更を記録します。新しいタイプのリージョナルリソースのサポートが追加された
場合は、AWS Config で自動的にそのタイプのリソースの記録が開始されます。

• [Include global resources ( グローバルリソースを含める )] - AWS Config は、サポートされている
タイプのグローバルリソース (IAM リソースなど) を記録対象のリソースに含めます。新しいタイ
プのグローバルリソースのサポートが追加された場合は、AWS Config で自動的にそのタイプの
リソースの記録が開始されます。

• [Specific types (特定のタイプ)] - AWS Config は指定された AWS タイプのリソースの設定変更のみ
を記録します。

4. 変更を保存します。

• AWS Config ルールをサポートするリージョンで AWS Config を使用している場合は、[Save (保存)] 
を選択します。

• それ以外の場合は、[Continue (続行)] を選択します。[AWS Config Config がリソース設定を読み取
るアクセス許可を要求している] ページでは、[Allow ( 許可 )] を選択します。

リソースの選択 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して AWS Config で記録するリソースのタイプを選択できます。これを行うには、設定
レコーダーを作成します。設定レコーダーは、記録グループ内の指定されたタイプのリソースを記録しま
す。記録グループ内で、すべてのサポートされているタイプのリソースを記録するか、特定のタイプのリ
ソースを記録するかを指定します。

すべてのサポートされているリソースを選択するには

1. 次のput-configuration-recorderコマンドを使用します。

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
 name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/config-role --recording-group 
 allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=true

このコマンドでは、--recording-group パラメータで以下のオプションを使用します。

• allSupported=true - AWS Config は、すべてのサポートされているタイプのリージョナルリ
ソースの設定変更を記録します。新しいタイプのリージョナルリソースのサポートが追加された場
合は、AWS Config で自動的にそのタイプのリソースの記録が開始されます。

•
includeGlobalResourceTypes=true – AWS Config は、サポートされているタイプのグローバ
ルリソースを記録対象のリソースに含めます。新しいタイプのグローバルリソースのサポートが追
加された場合は、AWS Config で自動的にそのタイプのリソースの記録が開始されます。

このオプションを true に設定する前に、allSupported オプションを true に設定する必要があ
ります。

グローバルリソースを含めない場合は、このオプションを false に設定するか、このオプション自
体を省略します。

2. (オプション) 設定レコーダーが正しく設定されていることを確認するには、次のdescribe-
configuration-recordersコマンドを使用します。

$ aws configservice describe-configuration-recorders
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以下に、応答の例を示します。

{ 
    "ConfigurationRecorders": [ 
        { 
            "recordingGroup": { 
                "allSupported": true, 
                "resourceTypes": [], 
                "includeGlobalResourceTypes": true 
            }, 
            "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role", 
            "name": "default" 
        } 
    ]
}

特定のタイプのリソースを選択するには

1. AWS Configservice put-configuration-recorderコマンドを使用して、1 つ以上のリソース
タイプを --recording-group オプションで渡します。次に例を示します。

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
 name=default,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole --recording-
group file://recordingGroup.json

recordingGroup.json ファイルは、AWS Config で記録するリソースのタイプを指定します。

{ 
  "allSupported": false, 
  "includeGlobalResourceTypes": false, 
  "resourceTypes": [ 
    "AWS::EC2::EIP", 
    "AWS::EC2::Instance", 
    "AWS::EC2::NetworkAcl", 
    "AWS::EC2::SecurityGroup", 
    "AWS::CloudTrail::Trail", 
    "AWS::EC2::Volume", 
    "AWS::EC2::VPC", 
    "AWS::IAM::User", 
    "AWS::IAM::Policy" 
  ]
}

resourceTypes キーのリソースタイプを指定する前に、allSupported オプションおよび
includeGlobalResourceTypes オプションを false に設定するか、オプション自体を省略する必要
があります。

2. (オプション) 設定レコーダーが正しく設定されていることを確認するには、次のdescribe-
configuration-recordersコマンドを使用します。

$ aws configservice describe-configuration-recorders

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "ConfigurationRecorders": [ 
        { 
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            "recordingGroup": { 
                "allSupported": false, 
                "resourceTypes": [ 
                    "AWS::EC2::EIP", 
                    "AWS::EC2::Instance", 
                    "AWS::EC2::NetworkAcl", 
                    "AWS::EC2::SecurityGroup", 
                    "AWS::CloudTrail::Trail", 
                    "AWS::EC2::Volume", 
                    "AWS::EC2::VPC", 
                    "AWS::IAM::User", 
                    "AWS::IAM::Policy" 
                ], 
                "includeGlobalResourceTypes": false 
            }, 
            "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role", 
            "name": "default" 
        } 
    ]
}

配信チャネルの管理
AWS Config では、AWS リソースへの変更を継続的に記録し、通知および更新された設定状態を配信チャ
ネルを通じて送信します。配信チャネルを管理して AWS Config から設定の更新を送信する先を制御でき
ます。

配信チャネルは、各リージョンの AWS アカウントごとに 1 つに制限されており、AWS Config を使用す
るには配信チャネルが必要です。

AWS Config がリソースの設定変更を検出し、通知が Amazon SNS で許可されている最大サイズを超えて
いる場合、通知には設定項目の概要が含まれます。通知の全詳細は、s3BucketLocation フィールドで
指定した Amazon S3 バケット内に表示されています。詳細については、[サイズが大きすぎる設定項目の
変更に関する通知の例] を参照してください。

Note

[ AWS Config は AWS KMS で使用される Amazon S3 バケットの AWS Config の暗号化をサポー
トします]
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに配信されたデータを暗号化するに
は、AWS Key Management Service (AWS KMS) キー、もしくは エイリアス Amazon リソース
ネーム (ARN) を入力します。デフォルトでは、AWS Config は設定履歴とスナップショットファ
イルを Amazon S3 バケットに配信し、S3 AES-256 のサーバーサイド暗号化 SSE-S3 を使用して
保管中のデータを暗号化します。ただし、AWS Config に KMS キーまたはエイリアス ARN を使
用すると、AWS Config は AES-256 の暗号化の代わりに KMS キーを使用します。
AWS Config では、オブジェクトロックが有効になっている Amazon S3 バケットへの配信チャネ
ルをサポートしていません。詳細については、[How S3 Object Lock works (S3 オブジェクトロッ
クの使い方)] を参照してください。

配信チャネルの更新
配信チャネルを更新する場合は、以下のオプションを設定できます。

• AWS Config から設定スナップショットおよび設定履歴ファイルを送信する先の Amazon S3 バケット
• AWS Config から Amazon S3 バケットに設定スナップショットを配信する頻度。
• AWS Config から設定変更の通知を送信する先の Amazon SNS トピック。
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配信チャネルを更新するには (コンソール)

• AWS Config コンソールを使用して配信チャネルの Amazon S3 バケットおよび Amazon SNS トピッ
クを設定できます。これらの設定を管理する手順については、[コンソールによる AWS Config の設
定 (p. 190)] を参照してください。

コンソールには、配信チャネルの名前変更、設定スナップショットの頻度の設定、または配信チャネ
ルの削除のオプションはありません。これらのタスクを実行するには、AWS CLI、AWS Config API、
またはいずれかの AWS SDK を使用する必要があります。

配信チャネルを更新するには (AWS CLI)

1. put-delivery-channelコマンドを使用します。

$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://deliveryChannel.json

deliveryChannel.json ファイルは、配信チャネルの属性を指定します。

{ 
    "name": "default", 
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012", 
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic", 
    "configSnapshotDeliveryProperties": { 
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours" 
    }
}

この例では以下の属性を設定します。

• name - 配信チャネルの名前です。デフォルトでは、AWS Config は新しい配信チャネルに default
という名前を割り当てます。

put-delivery-channel コマンドで配信チャネル名を更新することはできません。名前を変更す
る手順については、[配信チャネルの名前変更 (p. 250)] を参照してください。

• s3BucketName – AWS Config から設定スナップショットおよび設定履歴のファイルを配信する先
の Amazon S3 バケットの名です。

別の AWS アカウントに属するバケットを指定する場合、そのバケットには AWS Config にアク
セス許可を付与するポリシーが必要です。詳細については、[Amazon S3 バケットのアクセス許
可 (p. 8180)] を参照してください。

• snsTopicARN - AWS Config が設定変更に関する通知を送信する先の Amazon SNS トピックの 
Amazon リソースネーム (ARN) です。

別のアカウントのトピックを選択する場合、そのトピックには AWS Config にアクセス許可を付与
するポリシーが必要です。詳細については、[Amazon SNS トピックへのアクセス許可 (p. 8185)] 
を参照してください。

• configSnapshotDeliveryProperties - deliveryFrequency の設定スナップショットの配信
頻度を設定するAWS Config 属性が含まれています。

2. 設定を記録して配信チャネルに配信するためのアクセス許可を describe-delivery-channels に
付与するポリシーを新しいロールにアタッチする必要があります。

$ aws configservice describe-delivery-channels
{ 
    "DeliveryChannels": [ 
        { 
            "configSnapshotDeliveryProperties": { 

249

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/put-delivery-channel.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/describe-delivery-channels.html


AWS Config デベロッパーガイド
配信チャネルの管理

                "deliveryFrequency": "Twelve_Hours" 
            }, 
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic", 
            "name": "default", 
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012" 
        } 
    ]
}

配信チャネルの名前変更
配信チャネルの名前を変更するには、まず現在の配信チャネルを削除し、次に新しい名前で作り直す必要
があります。配信チャネルを削除する前に、一時的に設定レコーダーを停止する必要があります。

AWS Config コンソールには配信チャネルを削除するオプションがないため、AWS CLI、AWS Config 
API、またはいずれかの AWS SDK を使用する必要があります。

配信チャネルの名前を変更するには (AWS CLI)

1. stop-configuration-recorderコマンドを使用して設定レコーダーを停止します。

$ aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName

2. describe-delivery-channelsコマンドを使用して配信チャネルの属性を書き留めます。

$ aws configservice describe-delivery-channels
{ 
    "DeliveryChannels": [ 
        { 
            "configSnapshotDeliveryProperties": { 
                "deliveryFrequency": "Twelve_Hours" 
            }, 
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic", 
            "name": "default", 
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012" 
        } 
    ]
}

3. delete-delivery-channelコマンドを使用して配信チャネルを削除します。

$ aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name default

4. put-delivery-channelコマンドを使用して、新しい名前で配信チャネルを作成します。

$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://deliveryChannel.json

deliveryChannel.json ファイルは、配信チャネルの属性を指定します。

{ 
    "name": "myCustomDeliveryChannelName", 
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012", 
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic", 
    "configSnapshotDeliveryProperties": { 
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours" 
    }
}
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5. start-configuration-recorder コマンドを使用して記録を再開します。

$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName

設定レコーダーの管理
AWS Config では、設定レコーダーを使用してリソースの設定変更を検出し、これらの変更を設定項目と
して取り込みます。AWS Config でリソースの設定を追跡する前に、設定レコーダーを作成する必要があ
ります。

コンソールまたは AWS CLI を使用して AWS Config を設定すると、AWS Config では自動的に設定レコー
ダーを作成して起動します。詳細については、[AWS Config の使用の開始 (p. 188)] を参照してください。

デフォルトでは、設定レコーダーは AWS Config が実行されているリージョンのすべてのサポートされて
いるリソースを記録します。設定レコーダーをカスタマイズして、指定したリソースタイプのみを記録す
ることもできます。詳細については、[AWS Config で記録するリソースの選択 (p. 243)] を参照してくだ
さい。

AWS Config で設定の記録が開始されると、サービスの利用料金が発生します。料金については、[AWS 
Config の料金]を参照してください。コストを制御するには、設定レコーダーを停止して、記録を停止で
きます。記録を停止しても、記録済みの設定情報には引き続きアクセスできます。記録を再開するまで
は、AWS Config の利用料金がかかりません。

設定レコーダーを起動すると、AWS Config はアカウント内のすべての AWS リソースを点検します。

設定レコーダーの管理 (コンソール)
AWS Config コンソールを使用して設定レコーダーを停止または起動できます。

設定レコーダーを停止または起動するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Settings (設定)] を選択します。
3. 設定レコーダーを停止または起動します。

• 記録を停止する場合は、[Recording is on] (記録はオン) の [Turn off] (無効) を選択します。プロンプ
トが表示されたら、[Continue (続行)] を選択します。

• 記録を開始する場合は、[Recording is off] (記録はオフ) の [Turn on] (有効) を選択します。プロンプ
トが表示されたら、[Continue (続行)] を選択します。

設定レコーダーの管理 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して設定レコーダーを停止または起動できます。AWS CLI、AWS Config API、またはい
ずれかの AWS SDK を使用して設定レコーダーの名前変更や削除を行うこともできます。AWS CLI を使用
する手順は以下のとおりです。

設定レコーダーを停止するには

• stop-configuration-recorderコマンドを使用します。

$ aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName
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設定レコーダーを起動するには

• start-configuration-recorderコマンドを使用します。

$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName

設定レコーダーの名前を変更するには

設定レコーダーの名前を変更するには、まず設定レコーダーを削除して、次に新しい名前で作り直す必要
があります。

1. describe-configuration-recordersコマンドを使用して現在の設定レコーダーの名前を検索し
ます。

$ aws configservice describe-configuration-recorders
{ 
    "ConfigurationRecorders": [ 
        { 
            "roleARN": "arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole", 
            "name": "default" 
        } 
    ]
}

2. delete-configuration-recorderコマンドを使用して現在の設定レコーダーを削除します。

$ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name default

3. put-configuration-recorderコマンドを使用して、新しい名前で設定レコーダーを作成します。

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
 name=configRecorderName,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole

4. start-configuration-recorder コマンドを使用して記録を再開します。

$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName

設定レコーダーを削除するには

• delete-configuration-recorderコマンドを使用します。

$ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name default

設定レコーダーのドリフト検出
AWS::Config::ConfigurationRecorder リソースタイプは、設定レコーダーの状態に対するすべて
の変更を追跡する設定レコーダーの設定項目 (CI) です。この CI を使用して、設定レコーダーの状態が以
前の状態と異なるか、ドリフトしたかを確認できます。例えば、この CI は、AWS Config で追跡を有効に
したリソースタイプに更新があるかどうか、設定レコーダーを停止または起動したか、設定レコーダーを
削除またはアンインストールしたかを追跡します。ドリフトした設定レコーダーは、目的のリソースタイ
プへの変更を正確に検出していないことを示します。設定レコーダーがドリフトしていると、コンプライ
アンス結果が偽陰性または偽陽性になる可能性があります。
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AWS::Config::ConfigurationRecorder リソースタイプは AWS Config のシステムリソースタイプ
で、このリソースタイプの記録は、サポートされているすべてのリージョンにおいて、デフォルトで有効
になっています。AWS::Config::ConfigurationRecorder リソースタイプの記録は、追加料金なし
でご利用いただけます。

設定レコーダーのドリフト検出は、次のリージョンでサポートされています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (香
港)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

config.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

config.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

マネージドインスタンスのソフトウェア設定の記録
AWS Config を使用して、Amazon EC2 インスタンスおよびオンプレミスサーバーのソフトウェアイン
ベントリの変更を記録できます。これにより、ソフトウェア設定の変更履歴を確認できます。例えば、
新しい Windows 更新プログラムが Windows マネージドインスタンスにインストールされると、AWS 
Config はこの変更を記録した後で配信チャネルに送信し、ユーザーが変更の通知を受けられるようにしま
す。AWS Config では、Windows 更新プログラムが、いつマネージドインスタンスにインストールされ、
その後どのように変更されたかの履歴を確認できます。

ソフトウェア設定の変更を記録するには、次のステップを完了する必要があります。

• AWS Config でマネージドインスタンスのインベントリリソースタイプの記録をオンにします。
• EC2 サーバーとオンプレミスサーバーを、マネージドインスタンスとして AWS Systems Manager に設

定する。マネージドインスタンスとは、Systems Manager で使用するために設定されたマシンです。
• Systems Manager インベントリ機能を使用して、マネージドインスタンスからソフトウェアインベント

リの収集を開始します。

Note

Systems Manager が、アンマネージドインスタンスの設定項目の作成をサポートするようにな
りました
アンマネージインスタンスの設定項目には、Key: “InstanceStatus” と Value: 
“Unmanaged” の補助的な設定が含まれます。
アンマネージドインスタンスの設定項目は追加の更新を受け取りません
追加の更新を受け取るには、設定項目がマネージドインスタンスである必要があります。

AWS Config ルールを使用して、ソフトウェアの設定変更をモニタリングし、変更がルールに準拠してい
るかいないかの通知を受け取ることができます。例えば、マネージドインスタンスに指定のアプリケー
ションがあるかどうかを確認するルールを作成すると、インスタンスに指定のアプリケーションがイン
ストールされていない場合に、AWS Config はインスタンスがルールに準拠していないことをフラグで
知らせます。AWS Config マネージドルールの一覧については、[AWS Config マネージドルールのリス
ト (p. 320)] を参照してください。
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AWS Config でソフトウェアの設定変更の記録を有効にするには

1. AWS Config ですべてのサポートされているリソースタイプの記録を有効にするか、一部の選択し
たマネージドインスタンスのインベントリリソースタイプを記録します。詳細については、[AWS 
Config で記録するリソースの選択 (p. 243)] を参照してください。

2. Systems Manager のインスタンスプロファイルを使用して Amazon EC2 インスタンスを起動しま
す。このプロファイルには、AmazonSSMManagedInstanceCore管理ポリシーが含まれています。こ
の AWS 管理ポリシーにより、インスタンスは Systems Manager サービスコア機能を使用できます。

Systems Manager のインスタンスプロファイルに追加できるその他のポリシーについては、 AWS 
Systems Manager ユーザーガイドの [Create an IAM Instance Profile for System Manager (Systems 
Manager の IAM インスタンスプロファイルの作成)] を参照してください。

Important

SSM Agent は、クラウド上の System Manager と通信するために、マネージドインスタンス
にインストールする必要がある Amazon ソフトウェアです。次のいずれかのオペレーティン
グシステム用の AMI から EC2 インスタンスが作成された場合、このエージェントがプリイ
ンストールされています。

• 2016 年 11 月以降に公開された Windows Server 2003-2012 R2 AMI
• Windows Server 2016 および 2019
• Amazon Linux
• Amazon Linux 2
• Ubuntu Server 16.04
• Ubuntu Server 18.04

このエージェントがプリインストールされた AMI から作成されていない EC2 インスタン
スでは、エージェントを手動でインストールする必要があります。詳細については、AWS 
Systems Manager ユーザーガイドの次の [トピック] を参照してください。

• EC2 インスタンスでの SSM Agent のインストールと設定 (Windows Server 用)
• EC2 インスタンスでの SSM Agent のインストールと設定 (Linux 用)

3. AWS Systems Manager ユーザーガイドの [インベントリ収集の設定] に従ってインベントリ収集を開
始します。手順は、Linux インスタンスでも Windows インスタンスでも同じです。

AWS Config は、以下のインベントリタイプの設定変更を記録できます。

• [Applications (アプリケーション)] - マネージドインスタンスのアプリケーション ( ウイルス対策ソ
フトウェアなど) のリスト。

• AWS [components] (AWS コンポーネント) – マネージドインスタンスの AWS コンポーネント 
(AWS CLI や SDK など) のリスト。

• [Instance information (インスタンス情報)] - OS 名やバージョン、ドメイン、ファイアウォールのス
テータスなどの情報。

• [Network configuration (ネットワーク設定) - IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクなどの
設定情報。

• [Windows Update (Windows 更新プログラム)] - マネージドインスタンスの Windows 更新プログラ
ムのリスト (Windows インスタンスのみ)。

Note

現時点では、AWS Config でカスタムインベントリタイプの記録はサポートされていませ
ん。
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インベントリ収集は、System Manager の機能の 1 つです。それらの機能は、[Operations Management 
(業務管理)]、[Actions & Change (アクションと変更)]、[Instances & Nodes (インスタンスとノード)]、
[Shared Resources (共有リソース)] のカテゴリにグループ化されています。詳細については、[What 
is Systems Manager? (System Managerとは?)]、および AWS Systems Manager　ユーザーガイドの 
[Sysytem Manager Capabilities (Systems Manager の機能)] を参照してください。

AWS Config データの削除
Note

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS)AWS Config を使用して設定スナップショットと設定履歴ファイルを送信しますが、AWS 
Config独自のデータストアと保持ポリシーがあります。このページの情報は、に固有のものです
AWS Config。Amazon S3 と Amazon SNS には、それぞれ独自のデータストアとリテンションポ
リシーがあります。

AWS Config では、ConfigurationItems の保持期間を指定して、データを削除することができます。
保持期間を指定すると、AWS Config は ConfigurationItems を指定された期間保持します。期間
は、最小 30 日～最大 7 年 (2557 日間) の範囲で選択できます。指定した保持期間以前のデータは、AWS 
Config によって削除されます。保持期間を指定しない場合、AWS Config では、デフォルト期間である 7 
年間 (2557 日間)、ConfigurationItems を保存します。記録がオンになっている場合、リソースの現在
の状態は、ConfigurationItem の記録時と、次の変更 (新しい ConfigurationItem) が記録されるま
でです。

保持期間の動作を把握するために、タイムラインを確認しましょう。

• 記録がオンになっている場合、リソースの現在の状態は常に存在し、ConfigurationItem が記録され
る日付に関係なく削除することはできません。

• AWS Config によって、新しい ConfigurationItems が記録されると、以前の
ConfigurationItems は、指定された保持期間に応じて削除されます。

次のタイムラインで、AWS Config は ConfigurationItems を以下の日付に記録します。タイムライン
の目的上、今日は 2018 年 5 月 24 日として表示されます。
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次の表では、選択した保持期間に基づき、AWS Config タイムラインに表示する ConfigurationItems
を示します。

保持期間 タイムラインに表示される設定項目 説明

30 日間 2017 年 12 月 12 日 ConfigurationItem が記録され、本
日 (2018 年 5 月 24 日) まで有効な場合
に、2017 年 12 月 12 日から開始したリ
ソースの現在の状態。記録がオンになっ
ている場合、現在の状態は常に存在しま
す。

365 日間 2017 年 12 月 12 日、2017 年 11 月 12 
日、2017 年 3 月 10 日

この保持期間では、現在の状態 
2017 年 12 月 12 日、および以前の
ConfigurationItems である 2017 年 
11 月 12 日と 2017 年 3 月 10 日を示し
ます。

設定状態は、365 日前の現在の状態を
表していたため、2017 年 3 月 10 日の
ConfigurationItem がタイムライン
に表示されます。
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保持期間を指定すると、指定した保持期間より古い状態を表す ConfigurationItems が AWS Config 
API より返ることはありません。

Note

• 記録がオフになっている場合は、AWS Config は ConfigurationItems を記録できません。
• IAM ロールのアクセス許可が不十分な場合は、AWS Config は ConfigurationItems を記録

できません。詳細については、「AWS Config に割り当てられた IAM ロールのアクセス許可」
を参照してください。

AWS Management Console でデータ保持期間を設定する
AWS Management Console で、データ保持期間を選択していない場合、デフォルト期間は 7 年 (2557 日) 
です。

設定項目に対して、カスタムのデータ保持期間を設定するには、[Checkbox (チェックボックス)] をオン
にします。1 年、3 年、5 年、またはカスタムの期間を選択できます。カスタムの期間を設定する場合
は、30 日～2557 日の範囲の数値を入力します。

次の図では AWS Config コンソールから [General Settings] (全般設定) にアクセスする方法を示しており、
左のナビゲーションペインで[Settings] (設定)、[Edit] の順に選択します。
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サードパーティーのリソースの記録設定
サードパーティーのリソース、またはオンプレミスサーバー、SAAS モニタリングツール、バージョン管
理システム (GitHub など) などのカスタムリソースタイプの設定を記録します。AWS Config コンソール
と API を使用して、サードパーティリソースの設定データを AWS Config に公開し、リソースインベント
リおよび設定履歴を表示およびモニタリングできます。AWS Config を使用してすべてのリソースを管理
し、AWS Config ルールを使用したベストプラクティスに対するコンプライアンスについてリソース設定
を評価できます。また、AWS Config ルールまたはコンフォーマンスパックを作成し、ベストプラクティ
ス、内部ポリシー、規制ポリシーに照らしてサードパーティーリソースを評価することもできます。

Note

AWS Config ですべてのリソースタイプを記録するように設定した場合、AWS CloudFormation 経
由で管理される (作成、更新、または削除される) サードパーティーのリソースは、設定項目とし
て AWS Config によって自動的に追跡されます。
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前提条件: サードパーティーのリソースまたはカスタムリソースタイプを、AWS CloudFormation を使用し
て登録する必要があります。

トピック
• ステップ 1: 開発環境をセットアップする (p. 260)
• ステップ 2: リソースをモデル化する (p. 260)
• ステップ 3: アーティファクトを生成する (p. 262)
• ステップ 4: リソースを登録する (p. 262)
• ステップ 5: リソース設定を公開する (p. 262)
• AWS CLI を使用したサードパーティーリソースの設定状態の記録と削除 (p. 262)
• API を使用してサードパーティーリソースタイプの設定状態を管理する (p. 264)
• リージョンのサポート (p. 264)

ステップ 1: 開発環境をセットアップする
AWS CloudFormation AWS CLI のインストールと設定 AWS CLI では、カスタムリソースをモデル化し、
登録できます。詳細については、カスタムリソースおよび CloudFormation Command Line Interface と
はを参照してください。

ステップ 2: リソースをモデル化する
リソースタイプの設定に準拠し検証するリソースプロバイダスキーマを作成します。

1. init コマンドを使用して、リソースプロバイダプロジェクトを作成し、必要なファイルを生成しま
す。

$ cfn init
Initializing new project

2. init コマンドを実行すると、ウィザードが起動し、リソース名の指定など、プロジェクトの設定手
順が示されます。このウォークスルーでは、MyCustomNamespace::Testing::WordPress を指定
してください。

Enter resource type identifier (Organization::Service::Resource): 
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress

3. リソースのパッケージ名を入力します。

Enter a package name (empty for default 'com.custom.testing.wordpress'): 
 com.custom.testing.wordpress  
Initialized a new project in /workplace/user/custom-testing-wordpress

Note

プロジェクトの依存関係を正しく解決できるようにするために、生成されたプロジェクトを 
Maven サポートを使用して IDE にインポートできます。
例えば、IntelliJ IDEA を使用している場合は、次の操作を行う必要があります。

• [File] (ファイル) メニューから [New] (新規) を選択し、[Project From Existing Sources] (既
存のソースからのプロジェクト) を選択します。

• プロジェクトディレクトリへの移動
• [Import Project] (プロジェクトのインポート) ダイアログボックスで、[Import project from 

external model] (外部モデルからプロジェクトをインポート)、[Maven] の順に選択します。
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• [Next] (次へ) を選択してデフォルトを承諾し、プロジェクトの読み込みを完了します。
4. リソースのスキーマを含む mycustomnamespace-testing-wordpress.json ファイルを開きま

す。次のスキーマをコピーして mycustomnamespace-testing-wordpress.json に貼り付けま
す。

{ 
  "typeName": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress", 
  "description": "An example resource that creates a website based on WordPress 
 5.2.2.", 
  "properties": { 
    "Name": { 
      "description": "A name associated with the website.", 
      "type": "string", 
      "pattern": "^[a-zA-Z0-9]{1,219}\\Z", 
      "minLength": 1, "maxLength": 219 
    }, 
    "SubnetId": { 
      "description": "A subnet in which to host the website.", 
      "pattern": "^(subnet-[a-f0-9]{13})|(subnet-[a-f0-9]{8})\\Z", 
      "type": "string" 
    }, 
    "InstanceId": { 
      "description": "The ID of the instance that backs the WordPress site.", 
      "type": "string" 
    }, 
    "PublicIp": { 
      "description": "The public IP for the WordPress site.", 
      "type": "string" 
    } 
  }, 
  "required": [ "Name", "SubnetId" ], 
  "primaryIdentifier": [ "/properties/PublicIp", "/properties/InstanceId" ], 
  "readOnlyProperties": [ "/properties/PublicIp", "/properties/InstanceId" ], 
  "additionalProperties": false
}

5. スキーマを検証します。

$ cfn validate

6. リソースプロバイダパッケージ内の自動生成されたファイルを更新して、リソースプロバイダスキー
マの更新を表示します。リソースプロバイダプロジェクトが開始されると、AWS CLI は、リソースプ
ロバイダのサポートファイルとコードを生成します。コードを再生成して、更新されたスキーマを確
認します。

$ cfn generate

Note

Maven を使用する場合、generate コマンドは構築プロセスの一部としてコードがコンパイ
ルされる前に自動的に実行されます。そのため、変更内容は生成されたコードと同期しませ
ん。
CloudFormation CLI は、Maven/システムが見つけることができる場所に配置する必要があ
ります。詳細については、拡張機能を開発するための環境のセットアップを参照してくださ
い。

プロセス全体の詳細については、AWS CloudFormation で使用するためのモデリングリソースプロバイ
ダーを参照してください。
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ステップ 3: アーティファクトを生成する
次のコマンドを実行して cfn submit のアーティファクトを生成します。

$ mvn package

ステップ 4: リソースを登録する
AWS Config は、リソースの設定追跡を実行するためにリソースプロバイダハンドラを必要としません。
次のコマンドを実行して、リソースを登録します。

$ cfn submit

詳細については、「Registering Resource Providers for Use in AWS CloudFormation Templates」を参照し
てください。

ステップ 5: リソース設定を公開する
MyCustomNamespace::Testing::WordPress の設定を特定します。

{ 
  "Name": "MyWordPressSite", 
  "SubnetId": "subnet-abcd0123", 
  "InstanceId": "i-01234567", 
  "PublicIp": "my-wordpress-site.com"
}

AWS CloudFormation DescribeType からスキーマのバージョン ID を特定します。

AWS Config で、このリソース設定が受け入れられるかどうかを確認します。コンプライアンスを評価す
るには、このリソースを使用して AWS Config ルールを記述します。詳細については、AWS CLI を使用し
たサードパーティーリソースの設定状態の記録と削除を参照してください。

オプション: 設定の記録を自動化するには、定期的または変更ベースの設定コレクターを実装します。

AWS CLI を使用したサードパーティーリソースの設
定状態の記録と削除
AWS CLI は、AWS サービスを管理するための統合ツールです。ダウンロードおよび設定用の単一のツー
ルのみを使用して、コマンドラインから複数の AWS サービスを制御し、スクリプトを使用してそれらを
自動化できます。

AWS CLI をローカルマシンにインストールする方法については、AWS CLI ユーザーガイドの AWS CLI の
インストールを参照してください。

必要に応じて、aws configure と入力して AWS CLI を設定します。

トピック
• 構成項目の記録 (p. 263)
• AWS Config API を使用して設定項目を読み込む (p. 263)
• サードパーティーリソースの削除 (p. 264)
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リソースの設定状態の記録と削除

構成項目の記録
次の手順を使用して、サードパーティーリソースまたはカスタムリソースタイプの構成項目を記録しま
す。

リソースタイプ MyCustomNamespace::Testing::WordPress を対応するスキーマに登録してくださ
い。

1. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
2. 次のコマンドを入力します。

aws configservice put-resource-config --resource-type 
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress --resource-id resource-001 --schema-version-id 
 00000001 --configuration  '{ 
  "Id": "resource-001", 
  "Name": "My example custom resource.", 
  "PublicAccess": false
}' 

Note

タイプスキーマで定義されているように、writeOnlyProperties は AWS Config によって記録
される前に設定から削除されます。つまり、読み取り API を経由して設定を取得する場合、これ
らの値は存在しません。writeOnlyProperties の詳細については、リソースタイプのスキー
マを参照してください。

AWS Config API を使用して設定項目を読み込む
1. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
2. 次のコマンドを入力します。

aws configservice list-discovered-resources --resource-type 
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress

3. [Enter] キーを押します。

次のような出力が表示されます。

{ 
    "resourceIdentifiers": [ 
        { 
            "resourceType": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress", 
            "resourceId": "resource-001" 
        } 
    ]
} 
                     

4. 次のコマンドを入力します。

aws configservice batch-get-resource-config --resource-keys '[ { "resourceType": 
 "MyCustomNamespace::Testing::WordPress", "resourceId": "resource-001" } ]'

5. [Enter] キーを押します。

次のような出力が表示されます。
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{ 
    "unprocessedResourceKeys": [], 
    "baseConfigurationItems": [ 
        { 
            "configurationItemCaptureTime": 1569605832.673, 
            "resourceType": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress", 
            "resourceId": "resource-001", 
            "configurationStateId": "1569605832673", 
            "awsRegion": "us-west-2", 
            "version": "1.3", 
            "supplementaryConfiguration": {}, 
            "configuration": "{\"Id\":\"resource-001\",\"Name\":\"My example custom 
 resource.\",\"PublicAccess\":false}", 
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered", 
            "accountId": "AccountId" 
        } 
    ]
} 
                     

サードパーティーリソースの削除
削除するサードパーティーリソースまたはカスタムリソースタイプの設定状態を記録できます。

• 次のコマンドを入力します。

aws configservice delete-resource-config --resource-type 
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress --resource-id resource-002

成功すると、コマンドは追加の出力なしで実行されます。

API を使用してサードパーティーリソースタイプの設
定状態を管理する
PutResourceConfig API および DeleteResourceConfig API を使用して、サードパーティーリソースまたは
カスタムリソースタイプの設定状態を管理できます。詳細については、 API リファレンスを参照してくだ
さい。

• PutResourceConfig
• DeleteResourceConfig

リージョンのサポート
この機能は次のリージョンでサポートされています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

config.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

config.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS リソースの現在の設定状態のクエリ
AWS Config を使用して、1 つのアカウントとリージョンの設定プロパティ、または複数のアカウントと
リージョンにまたがる設定プロパティに基づいて、AWS のリソースの現在の設定状態をクエリすることが
できます。AWS Config によってサポートされているリソースのリストの現在の AWS リソース状態のメタ
データに対して、プロパティベースのクエリをアドホックに実行できます。サポートされているリソース
タイプのリストの詳細については、「Supported Resource Types for Advanced Queries」を参照してくだ
さい。

高度なクエリ機能では、単一のクエリエンドポイントと強力なクエリ言語を使用して、現在のリソース状
態のメタデータを取得できます。サービス固有の記述用 API コールを実行する必要はありません。設定ア
グリゲーターを使用すると、複数のアカウントと AWS リージョンにまたがる中央アカウントから同じク
エリを実行できます。

AWS Config では、Structured Query Language (SQL) の SELECT 構文のサブセットを使用して、現在の設
定項目 (CI) データに対してプロパティベースのクエリおよび集約を実行します。このクエリは、タグやリ
ソース識別子との単純な一致から、バージョニングが無効になっているすべての Amazon S3 バケットの
表示など、複雑性の高いクエリまで多岐にわたります。これにより、AWS のサービス固有の API コール
を実行せずに、必要な現在のリソース状態を正確にクエリすることができます。

以下の場合は、高度なクエリを使用することができます。

• インベントリ管理 (例: 特定のサイズの Amazon EC2 インスタンスのリストの取得)。
• セキュリティとオペレーションのインテリジェンス (例: 特定の設定プロパティーが有効または無効に

なっているリソースのリストの取得)。
• コスト最適化 (例: どの EC2 インスタンスにもアタッチされていない Amazon EBS ボリュームのリスト

の識別)。
• コンプライアンスデータ (例: すべてのコンフォーマンスパックとそのコンプライアンスステータスのリ

ストの取得)。

トピック
• 機能 (p. 266)
• 制限事項 (p. 267)
• リージョンのサポート (p. 268)
• SQL クエリエディタを使用したクエリ (コンソール) (p. 270)
• SQL クエリエディタ (AWS CLI) を使用したクエリ (p. 272)
• クエリ例 (p. 275)
• 関係のクエリの例 (p. 279)
• クエリコンポーネント (p. 280)

機能
クエリ言語は、AWS でサポートされているすべての AWS リソースタイプの CI プロパティに基づ
き、AWS Config リソースに対するクエリの実行をサポートします (例: 設定データ、タグ、関係)。次のセ
クションで説明するように、制限付きの SQL SELECT コマンドのサブセットを指します。また、集計関数 
(例: AVG、COUNT、MAX、MIN、SUM) をサポートしています。

Note

高度なクエリでは、AWS Config でサポートされているリソースタイプのサブセットがサポート
されています。サポートされているリソースタイプのリストについては、「Supported Resource 
Types for Advanced Queries」を参照してください。
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制限事項
Note

高度なクエリは、設定レコーダーで記録するようにリソースが設定されていない場合、リ
ソースのクエリをサポートしません。AWS Config は、リソースを検出しても、それが設
定レコーダーで記録するように設定されていない場合、configurationItemStatus の
ResourceNotRecorded を使用して設定項目 (CI) を作成します。アグリゲーターはこれらの CI 
を集約しますが、高度なクエリでは ResourceNotRecorded での CI のクエリをサポートしてい
ません。レコーダー設定を更新して、クエリするリソースタイプを記録できるようにしてくださ
い。

SQL SELECT のサブセットとして、クエリ構文には次の制限があります。

• ALL、AS、DISTINCT、FROM、HAVING、JOIN、および UNION などのクエリのキーワードはサポート
されていません。NULL 値のクエリはサポートされていません。

• サードパーティーリソースに対するクエリはサポートされていません。高度なクエリを使用して取得し
たサードパーティーリソースでは、設定フィールドが NULL に設定されます。

• SQL クエリで展開されるネスト構造 (タグなど) はサポートされていません。
• CIDR 表記は、検索用の IP 範囲に変換されます。これは、"=" と "BETWEEN" が厳密な IP 範囲ではな

く、提供された IP が含まれるすべての範囲を検索することを意味します。厳密な IP 範囲を検索するに
は、範囲外の IP を除外するための条件を追加する必要があります。例えば、10.0.0.0/24 とその IP ブ
ロックのみを検索するには、以下を実行できます。

SELECT * WHERE resourceType = 'AWS::EC2::SecurityGroup' 
  AND configuration.ipPermissions.ipRanges BETWEEN '10.0.0.0' 
  AND '10.0.0.255' 
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges < '10.0.0.0' 
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges > '10.0.0.255' 
     

192.168.0.2/32 についても、同様の方法で検索できます。

SELECT * WHERE resourceType = 'AWS::EC2::SecurityGroup' 
  AND configuration.ipPermissions.ipRanges = '192.168.0.2' 
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges > '192.168.0.2' 
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges < '192.168.0.2' 
     

• オブジェクトの配列内の複数のプロパティに対してクエリを実行すると、すべての配列要素に対する一
致が計算されます。例えば、ルール A と B を持つリソース R の場合、リソースはルール A に準拠して
いますが、ルール B には準拠していません。リソース R は次のように保存されます。

{  
    configRuleList: [  
        { 
            configRuleName: 'A', complianceType: 'compliant' 
        },  
        {    
            configRuleName: 'B', complianceType: 'non_compliant' 
        }  
    ]
}

R は、このクエリによって返されます。

SELECT configuration WHERE configuration.configRuleList.complianceType = 'non_compliant'  
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AND configuration.configRuleList.configRuleName = 'A'

最初の条件 configuration.configRuleList.complianceType = 'non_compliant'
が R.configRuleList のすべての要素に適用されます。R には complianceType = 
「non_compliant」のルール (ルール B) があるため、条件は true と評価されます。2 番目の条件
configuration.configRuleList.configRuleName が R.configRuleList のすべての要素に適用
されます。R には configRuleName =「A」のルール (ルール A) があるため、条件は true と評価されま
す。両方の条件が true であるため、R が返されます。

• すべての SELECT 列の省略表現 (つまり SELECT *) では、CI の最
上位のスカラープロパティのみ選択されます。スカラープロパティ
は、accountId、awsRegion、arn、availabilityZone、configurationItemCaptureTime、resourceCreationTime、resourceId、resourceName、resourceType、version
が返ります。

• ワイルドカードの制限:
• ワイルドカードは、プロパティ値でのみサポートされており、プロパティキーではサポートされ

ていません (例: ...WHERE someKey LIKE 'someValue%' はサポートされますが、...WHERE 
'someKey%' LIKE 'someValue%' はサポートされません)。

• サフィックスのワイルドカードのみをサポートします (例: ...LIKE 'AWS::EC2::%' と ...LIKE 
'AWS::EC2::_' はサポートされますが、...LIKE '%::EC2::Instance' と ...LIKE 
'_::EC2::Instance' はサポートされません)。

• ワイルドカードの一致は、3 文字以上でなければなりません (例: ...LIKE 'ab%' と ...LIKE 
'ab_' は許可されていませんが、...LIKE 'abc%' と ...LIKE 'abc_' は許可されています)。

Note

「_」（単一のアンダースコア）もワイルドカードとして扱われます。
• 集約の制限:

• 集計関数は、単一の引数またはプロパティのみ受け入れることができます。
• 集計関数では、その他の関数を引数として取ることはできません。
• GROUP BY は集約関数を参照する ORDER BY 句と組み合わせて、単一プロパティのみ含めることがで

きます。
• その他のすべての集約 GROUP BY 句には 3 つまでのプロパティを含めることができます。
• ページ割りは、ORDER BY 句に集計関数がある場合を除き、すべての集約クエリでサポートされてい

ます。例えば、Y が集計関数の場合、GROUP BY X, ORDER BY Y は機能しません｡
• 集約では、HAVING 句はサポートされていません。

• 識別子の不一致の制限:

識別子の不一致は、スペルは同じで大文字と小文字 (大文字と小文字) が異なるプロパティです。詳細ク
エリは、不一致の識別子を含むクエリの処理をサポートしていません。例:
• スペルがまったく同じで大文字と小文字が異なる 2 つのプロパティ 

(configuration.dbclusterIdentifierとconfiguration.dBClusterIdentifier)。
• 一方のプロパティが他方のプロパティのサブセットで、大文字と小文字が異なる 2 つのプロパティ 

(configuration.ipAddressとconfiguration.ipaddressPermissions)。

リージョンのサポート
高度なクエリは、次のリージョンでサポートされています。
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタウ
ン)

af-south-1 config.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (香
港)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ハ
イデラバー
ド)

ap-south-2 config.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

中国 (北京)** cn-north-1 config.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

中国 (寧夏)** cn-
northwest-1

config.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (スペイ
ン)

eu-south-2 config.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 config.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (チュー
リッヒ)

eu-central-2 config.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラブ
首長国連邦)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

config.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

config.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

*保存されたクエリは、中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンでは利用できません。

**マルチアカウントマルチリージョンを対象にした高度なクエリは、中国 (北京) および中国 (寧夏) リー
ジョンでは利用できません。

SQL クエリエディタを使用したクエリ (コンソール)
AWS サンプルクエリを使用するか、カスタムクエリと呼ばれる独自のクエリを作成することができます。

前提条件

config:SelectResourceConfig および config:SelectAggregateResourceConfig
API のアクセス許可が必要です。詳細については、[SelectResourceConfig API ] および 
[SelectAggregateResourceConfig API ] を参照してください。

270

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_SelectResourceConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_SelectAggregateResourceConfig.html


AWS Config デベロッパーガイド
SQL クエリエディタを使用したクエリ (コンソール)

AWSConfigUserAccess IAM 管理ポリシーのアクセス許可が必要です。詳細については、「AWS Config 
への読み取り専用アクセス (p. 8094)」を参照してください。

AWSServiceRoleForConfig (サービスリンクロール) または AWSConfigRole を使用している場合
は、クエリを保存するアクセス許可が与えられています。これらのロールのいずれも使用していない場合
は、config:PutStoredQuery、config:GetStoredQuery、config:TagResource、config:UntagResource、config:ListTagsForResource、
および config:GetResources へのアクセス許可が必要です。

AWS サンプルクエリの使用
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. 1 つのアカウントとリージョン、または複数のアカウントとリージョンのリソース設定をクエリする

には、左側のナビゲーションから [Advanced queries (高度なクエリ)] を選択します。
3. [Advanced queries (高度なクエリ)] ページで、クエリのリストから適切なクエリを選択します。クエ

リは、名前、説明、作成者、またはタグのいずれかでフィルタリングできます。AWS クエリをフィル
タリングするには、[Creator (作成者)] を選択して[AWS]と入力します。クエリは、SQL クエリエディ
タに表示されます。このクエリは、必要に応じて編集することができます。

Important

更新されたプロパティのリストとそのデータ型は、[GitHub] より入手できます。

Note

アグリゲーターでクエリを実行するには、アグリゲーターを作成します。詳細については、
[コンソールを使用したアグリゲータのセットアップ (p. 8067)] を参照してください。アグリ
ゲーターがすでに設定されている場合は、クエリのスコープでアグリゲーターを選択し、そ
のアグリゲーターで高度なクエリを実行します。アグリゲータを選択する場合は、クエリス
テートメントに AWS アカウント ID と AWS リージョンを追加して、その情報を結果に表示
することを検討してください。

4. このクエリを新しいクエリに保存するには、[Save As (名前を付けて保存)] を選択します。

• [Query Name (クエリ名)] フィールドで、クエリの名前を更新します。
• [Description (説明)] フィールドで、クエリの説明を更新します。
• このクエリには、最大 50 個の一意のタグを入力できます。
• [Save (保存)] を選択します。

5. [Run (実行)] を選択します。クエリ結果は、クエリエディタの下の表に表示されます。
6. クエリ結果を CSV または JSON 形式でエクスポートするには、[Export as (エクスポート)] を選択し

ます。

Note

クエリの結果はページ分割されます。[Export (エクスポート)] を選択すると、最大 500 の結
果がエクスポートされます。
また、API を使用してすべての結果を取得することもできます。結果はページ分割され、一
度に 100 件の結果を取得できます。

カスタムクエリの作成
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. 1 つのアカウントとリージョン、または複数のアカウントとリージョンのリソース設定をクエリする

には、左側のナビゲーションから [Advanced queries (高度なクエリ)] を選択します。
3. カスタムクエリを作成するには、[New query (新しいクエリ)] を選択します。
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Important

更新されたプロパティのリストとそのデータ型は、[GitHub] より入手できます。

Note

カスタムクエリを表示または編集するには、名前、説明、作成者、またはタグでクエリを
フィルタリングします。カスタムクエリをフィルタリングするには、[Creator (作成者)] を選
択し、[Custom 　(カスタム)] と入力します。

4. [Query editor (クエリエディタ)] ページで、このアカウントとリージョンに対して独自のクエリを作成
します。また、適切なアグリゲーターを選択して、複数のアカウントとリージョンのクエリを作成す
ることもできます。

Note

アグリゲーターでクエリを実行するには、アグリゲーターを作成します。詳細については、
[コンソールを使用したアグリゲータのセットアップ (p. 8067)] を参照してください。アグリ
ゲーターがすでに設定されている場合は、クエリのスコープでアグリゲーターを選択し、そ
のアグリゲーターで高度なクエリを実行します。アグリゲータを選択する場合は、クエリス
テートメントに AWS アカウント ID と AWS リージョンを追加して、その情報を結果に表示
することを検討してください。

5. このクエリに変更を加える場合は、編集してください。このクエリを保存するには、[Save Query (ク
エリの保存)] を選択します。

• [Query Name (クエリ名)] フィールドで、クエリの名前を更新します。
• [Description (説明)] フィールドで、クエリの説明を更新します。
• このクエリには、最大 50 個の一意のタグを入力できます。
• [Save (保存)] を選択します。

6. [Run (実行)] を選択します。クエリ結果は、クエリエディタの下の表に表示されます。
7. クエリ結果を CSV または JSON 形式でエクスポートするには、[Export as (エクスポート)] を選択し

ます。

Note

クエリの結果はページ分割されます。[Export (エクスポート)] を選択すると、最大 500 の結
果がエクスポートされます。
また、API を使用してすべての結果を取得することもできます。結果はページ分割され、一
度に 100 件の結果を取得できます。

SQL クエリエディタ (AWS CLI) を使用したクエリ
AWS Command Line Interface (AWS CLI) をローカルコンピュータにインストールする方法について
は、AWS CLI ユーザーガイドの AWSAWS CLI のインストールを参照してください。

リソース設定データのクエリ
クエリエディタ (AWS CLI) を使用して、単一のアカウントとリージョンのリソース設定データを
クエリするには

1. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
2. リソース設定データをクエリするには、次のコマンドを入力します。

aws configservice select-resource-config --expression "SELECT resourceId WHERE 
 resourceType='AWS::EC2::Instance'"
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クエリに応じて、出力は次のようになります。

{ 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "resourceId" 
            } 
        ] 
    }, 
    "Results": [ 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}" 
    ]
}

クエリエディタ (AWS CLI) を使用して、複数のアカウントとリージョンのリソース設定データを
クエリするには

1. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
2. リソース設定データをクエリするには、次のコマンドを入力します。

aws configservice select-aggregate-resource-config --expression "SELECT resourceId 
 WHERE resourceType='AWS::EC2::Instance'" --configuration-aggregator-name my-aggregator

クエリに応じて、出力は次のようになります。

{ 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "resourceId" 
            } 
        ] 
    }, 
    "Results": [ 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}" 
    ]
}

Note

高度なクエリで AWS::IAM::User リソースタイプを使用する場合は、awsRegion = 
'global' を使用します。
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クエリの保存
1. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
2. クエリを保存するには、次のコマンドを入力します。

aws configservice put-stored-query --stored-query "{\"QueryName\": \"cli-test\", 
 \"Expression\": \"SELECT *\", \"Description\": \"cli test query\" }"  
        --tags "[{ \"Key\": \"first-tag\", \"Value\": \"\" }, { \"Key\": \"second-tag
\", \"Value\": \"non-empty-tag-value\" }]"

3. クエリに応じて、出力は次のようになります。

{ 
    "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/query-
e65mijt4rmam5pab"
}

Note

--tags は省略可能です。タグを渡すと、保存されたタグは list-stored-queries およ
び get-stored-query のどちらからも返されません。list-tag-for-resources を使用
して、保存されたクエリに関連するタグを取得する必要があります。
--description は、クエリの作成時または更新時に使用するオプションです。

保存されたクエリをすべて表示
1. 保存されているすべてのクエリのリストを表示するには、次のコマンドを入力します。

aws configservice list-stored-queries

2. クエリに応じて、出力は次のようになります。

{ 
    "StoredQueryMetadata": [ 
        { 
            "QueryId": "query-e65mijt4rmam5pab", 
            "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/
query-e65mijt4rmam5pab", 
            "QueryName": "cli-test" 
        }, 
        { 
            "QueryId": "query-rltwlewlqfivadxq", 
            "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-
test-2/query-rltwlewlqfivadxq", 
            "QueryName": "cli-test-2", 
            "Description": "cli test query" 
        } 
    ]
}
}

保存されたクエリの詳細の取得
1. 保存されたクエリの詳細を取得するには、次のコマンドを入力します。
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aws configservice get-stored-query --query-name cli-test

2. クエリに応じて、出力は次のようになります。

{ 
    "StoredQuery": { 
        "QueryId": "query-e65mijt4rmam5pab", 
        "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/
query-e65mijt4rmam5pab", 
        "QueryName": "cli-test", 
        "Description": "cli test query", 
        "Expression": "SELECT *" 
    }
}

保存されたクエリの削除
• 保存されたクエリを削除するには、次のコマンドを入力します。

aws configservice delete-stored-query --query-name cli-test

成功すると、コマンドは追加の出力なしで実行されます。

クエリ例
Note

高度なクエリでは、AWS Config でサポートされているリソースタイプのサブセットがサポート
されています。サポートされているリソースタイプのリストについては、「Supported Resource 
Types for Advanced Queries」を参照してください。

AMI ID ami-12345 を持つすべての EC2 インスタンスを一覧表示するためのクエリ

SELECT 
    resourceId, 
    resourceType, 
    configuration.instanceType, 
    configuration.placement.tenancy, 
    configuration.imageId, 
    availabilityZone
WHERE 
    resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND 
    configuration.imageId = 'ami-12345'

結果

{ 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "resourceId" 
            }, 
            { 
                "Name": "resourceType" 
            }, 
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            { 
                "Name": "configuration.instanceType" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.placement.tenancy" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.imageId" 
            }, 
            { 
                "Name": "availabilityZone" 
            } 
        ] 
    }, 
    "Results": [ 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2a\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t1.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2a\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}" 
    ]
}

AWS Config ルールのコンプライアンスのステータスごとにグループ化されたリソース数に対してクエリ
を実行する

SELECT 
    configuration.complianceType, 
    COUNT(*)
WHERE 
    resourceType = 'AWS::Config::ResourceCompliance'
GROUP BY 
    configuration.complianceType

結果

{ 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "configuration.complianceType" 
            }, 
            { 
                "Name": "COUNT(*)" 
            } 
        ] 
    }, 

276



AWS Config デベロッパーガイド
クエリ例

    "Results": [ 
        "{\"COUNT(*)\":163,\"configuration\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"}}", 
        "{\"COUNT(*)\":2,\"configuration\":{\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}}" 
    ]
}

AWS コンフォーマンスパックのコンプライアンスステータスのクエリ

SELECT 
    resourceId, 
    resourceName, 
    resourceType, 
    configuration.complianceType
WHERE 
    resourceType = 'AWS::Config::ConformancePackCompliance'

結果

{ 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "resourceId" 
            },  
            { 
                "Name": "resourceName" 
            },  
            { 
                "Name": "resourceType" 
            },  
            { 
                "Name": "configuration.complianceType" 
            } 
        ] 
    },  
    "Results": [ 
        "{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration\":
{\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack1\",\"resourceType
\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}",  
        "{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration
\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack2\",
\"resourceType\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}",  
        "{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration
\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack3\",
\"resourceType\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}" 
    ]
}

アカウント ID 別にグループ化された AWS リソースの数を取得するためのクエリ

aws configservice select-aggregate-resource-config --expression "SELECT COUNT(*), accountId 
 group by accountId" --configuration-aggregator-name my-aggregator

結果

{ 
    "Results": [ 
        "{\"COUNT(*)\":2407,\"accountId\":\"accountId\"}", 
        "{\"COUNT(*)\":726,\"accountId\":\"accountId\"}" 
    ], 
    "QueryInfo": { 
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        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "COUNT(*)" 
            }, 
            { 
                "Name": "accountId" 
            } 
        ] 
    }
}

使用されていないすべての EC2 ボリュームを一覧表示するクエリ

SELECT  
    resourceId,  
    accountId, 
    awsRegion,  
    resourceType,  
    configuration.volumeType, 
    configuration.size,  
    resourceCreationTime, 
    tags, 
    configuration.encrypted,  
    configuration.availabilityZone, 
    configuration.state.value  
WHERE 
    resourceType = 'AWS::EC2::Volume'  
AND  
    configuration.state.value = 'available' 
         

結果

{ 
    "Results": [ 
        "{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0174de9c962f6581c\",\"awsRegion
\":\"us-west-2\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted\":false,\"size
\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":\"us-west-2a\"},
\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:39:43.771Z\",\"tags\":[],\"resourceType\":
\"AWS::EC2::Volume\"}", 
        "{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0cbeb652a74af2f8f\",\"awsRegion
\":\"us-east-1\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted\":false,\"size
\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":\"us-east-1a\"},
\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:28:40.639Z\",\"tags\":[],\"resourceType\":
\"AWS::EC2::Volume\"}" 
        "{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0a49952d528ec8ba2\",\"awsRegion
\":\"ap-south-1\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted\":false,\"size
\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":\"ap-south-1a\"},
\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:39:31.800Z\",\"tags\":[],\"resourceType\":
\"AWS::EC2::Volume\"}", 
    ], 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "resourceId" 
            }, 
            { 
                "Name": "accountId" 
            }, 
            { 
                "Name": "awsRegion" 
            }, 
            { 
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                "Name": "resourceType" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.volumeType" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.size" 
            }, 
            { 
                "Name": "resourceCreationTime" 
            }, 
            { 
                "Name": "tags" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.encrypted" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.availabilityZone" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.state.value" 
            } 
        ] 
    }
}

関係のクエリの例
EC2 インスタンスに関連する EIP の検索

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType = 'AWS::EC2::EIP' 
    AND relationships.resourceId = 'i-abcd1234'

EC2 ネットワークインターフェイスに関連する EIP の検索

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType = 'AWS::EC2::EIP'  
    AND relationships.resourceId = 'eni-abcd1234'

セキュリティグループに関連する EC2 インスタンスとネットワークインターフェイスの検索

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::NetworkInterface')  
    AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'

または

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType = 'AWS::EC2::Instance'  
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    AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType = 'AWS::EC2::NetworkInterface'  
    AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'

サブネットに関連する EC2 インスタンス、ネットワーク ACL、ネットワークインターフェイス、ルート
テーブルの検索

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::NetworkACL', 
 'AWS::EC2::NetworkInterface', 'AWS::EC2::RouteTable')  
    AND relationships.resourceId = 'subnet-abcd1234'

VPC に関連する EC2 インスタンス、インターネットゲートウェイ、ネットワーク ACL、ネットワークイ
ンターフェイス、ルートテーブル、サブネット、セキュリティグループの検索

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::InternetGateway', 
 'AWS::EC2::NetworkACL', 'AWS::EC2::NetworkInterface', 'AWS::EC2::RouteTable', 
 'AWS::EC2::Subnet', 'AWS::EC2::SecurityGroup')  
    AND relationships.resourceId = 'vpc-abcd1234'

VPN ゲートウェイに関連する EC2 ルートテーブルの検索

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType = 'AWS::EC2::RouteTable'  
    AND relationships.resourceId = 'vgw-abcd1234'

クエリコンポーネント
SQL SELECT クエリのコンポーネントは次のとおりです。

概要

SELECT property [, ...]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY property ]
[ ORDER BY property [ ASC | DESC ] [, property [ ASC | DESC ] ...] ]

パラメータ
[ WHERE condition ]

指定した condition に従って結果をフィルタ処理します。
[GROUP BY プロパティ]

指定されたプロパティの値が一致する行のグループに結果セットを集約します。
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GROUP BY 句は、集約に適用することができます。AWS Config では、1 つのみのプロパティによる
グループ化をサポートしています。

[ ORDER BY property [ ASC | DESC ] [, property [ ASC | DESC ] ...]]

結果セットを 1 つ以上の出力 properties でソートします。

この句に複数のプロパティが含まれる場合、結果セットは、property に従ってソートされ、次の最
初のプロパティの値と一致する値を持つ行に 2 番目の property が適用されます。以降同様の処理が
行われます。

例

SELECT resourceId WHERE resourceType='AWS::EC2::Instance'

SELECT configuration.complianceType, COUNT(*) WHERE resourceType = 
 'AWS::Config::ResourceCompliance' GROUP BY configuration.complianceType   

AWS Config リソースのタグ付け
タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構
成されており、どちらもお客様側が定義します。タグを使用することで、リソースの管理、検索、フィル
タリングを行うことができます。

タグを使用すると、例えば用途別、所有者別、環境別などのさまざまな方法で AWS リソースを分類でき
ます。これは、同じタイプのリソースが多数ある場合に役立ちます。割り当てたタグに基づいて特定のリ
ソースをすばやく識別できます。1 つ以上のタグを AWS リソースに割り当てることができます。各タグ
には値も関連付けられています。

各リソースタイプのニーズを満たす一連のタグキーを考案することをお勧めします。一貫性のあるタグ
キーのセットを使用することで、AWS リソースの管理が容易になります。追加したタグに基づいてリソー
スを検索およびフィルタリングできます。

タグは厳密に文字列として解釈され、自動的にリソースに割り当てられることはありません。タグのキー
と値は編集でき、タグはリソースからいつでも削除できます。タグの値を空の文字列に設定することはで
きますが、タグの値を null に設定することはできません。特定のリソースについて既存のタグと同じキー
を持つタグを追加した場合、以前の値は新しい値によって上書きされます。リソースを削除すると、リ
ソースのタグも削除されます。

タグを使用するには、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS Config API リファレンスを使用し
ます。

タグ付けに関連する制限
タグには以下のような基本制限があります。

制限 説明

リソースあたりのタグの最大数 50

キーの最大長 UTF-8 で 128 文字の Unicode 文字
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制限 説明

値の最大長 UTF-8 で 256 文字の Unicode 文字

プレフィックスの制限 タグの名前または値に aws: プレフィックスは使
用しないでください。このプレフィックスは AWS 
用に予約されています。このプレフィックスが含
まれるタグの名前または値は編集または削除でき
ません。このプレフィックスを持つタグは、リ
ソースあたりのタグ数の制限時には計算されませ
ん。

文字の制限 タグに使用できるのは、Unicode 文字、数字、空
白、または _ . : / = + - @ のみです。

AWS Config API アクションを使用してタグを管理す
る
タグベースのアクセスコントロールは、3 つのリソース
ConfigurationAggregator、AggregationAuthorization、ConfigRule で利用できます。リソー
スのタグの追加、更新、リスト表示、および削除には、次を使用します。

• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource

Note

TagResource および UntagResource では、アクセスを制御するために特定の AWS Identity 
and Access Management (IAM) 権限が必要です。詳細については、IAM ユーザーガイドのタグ
キーに基づいたアクセス制御を参照してください。

AWS Config から Amazon SNS トピックに送信さ
れる通知

設定変更と通知を Amazon SNS トピックにストリーミングするように AWS Config を設定できます。例え
ば、リソースの更新時に E メールアドレスに通知が送信されれば、変更を確認できます。AWS Config で
カスタムルールまたはマネージドルールを適用してリソースを評価したときにも通知を受け取ることがで
きます。詳細については、「AWS Config での記録とモニタリング」を参照してください。

AWS Config は、以下のイベントの通知を送信します。

• リソースの設定項目の変更。
• リソースの設定履歴がアカウントに配信された。
• 記録対象のリソースの設定スナップショットがアカウントで起動および配信された。
• リソースのコンプライアンス状態とリソースがルールに準拠するかどうか。
• リソースに対してルールの評価が開始された。
• AWS Config からアカウントに通知を配信できなかった。
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トピック
• 設定項目の変更の通知例 (p. 283)
• 設定履歴の配信通知の例 (p. 290)
• 設定スナップショットの配信開始の通知例 (p. 291)
• 設定スナップショットの配信通知の例 (p. 291)
• コンプライアンス変更の通知の例 (p. 292)
• ルールの評価開始の通知例 (p. 293)
• サイズが大きすぎる設定項目の変更の通知例 (p. 294)
• 配信失敗の通知の例 (p. 295)

設定項目の変更の通知例
AWS Config は Amazon SNS を使用して通知をサブスクリプションエンドポイントに配信します。通知
には、設定スナップショットと設定履歴の配信ステータスが記載されています。記録していた AWS リ
ソースの設定が変更されたときに AWS Config で作成される各設定項目も記載されています。また、AWS 
Config からはリソースがルールに準拠しているかどうかを示す通知も送信されます。通知を E メールで送
信することを選択した場合は、E メールクライアントアプリケーションで E メールの件名とメッセージ本
文にフィルタを適用できます。

次の例は、Amazon Elastic Block Store ボリューム vol-ce676ccc が i-344c463d を ID とするインスタ
ンスにアタッチされていることを AWS Config が検出した場合に生成される Amazon SNS 通知のペイロー
ドを示しています。通知には、リソースの設定品目の変更が含まれています。

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "8b945cb0-db34-5b72-b032-1724878af488", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:example", 
    "Message": { 
        "MessageVersion": "1.0", 
        "NotificationCreateTime": "2014-03-18T10:11:00Z", 
        "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification", 
        "configurationItem": [ 
            { 
                "configurationItemVersion": "1.0", 
                "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z", 
                "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc", 
                "resourceId": "vol-ce676ccc", 
                "accountId": "123456789012", 
                "configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a", 
                "configurationItemStatus": "OK", 
                "relatedEvents": [], 
                "availabilityZone": "us-west-2b", 
                "resourceType": "AWS::EC2::VOLUME", 
                "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z", 
                "tags": {}, 
                "relationships": [ 
                    { 
                        "resourceId": "i-344c463d", 
                        "resourceType": "AWS::EC2::INSTANCE", 
                        "name": "Attached to Instance" 
                    } 
                ], 
                "configuration": { 
                    "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                    "size": 1, 
                    "snapshotId": "", 
                    "availabilityZone": "us-west-2b", 
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                    "state": "in-use", 
                    "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000", 
                    "attachments": [ 
                        { 
                            "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                            "instanceId": "i-344c463d", 
                            "device": "/dev/sdf", 
                            "state": "attached", 
                            "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                            "deleteOnTermination": false 
                        } 
                    ], 
                    "tags": [], 
                    "volumeType": "standard" 
                } 
            } 
        ], 
        "configurationItemDiff": { 
            "changeType": "UPDATE", 
            "changedProperties": { 
                "Configuration.State": { 
                    "previousValue": "available", 
                    "updatedValue": "in-use", 
                    "changeType": "UPDATE" 
                }, 
                "Configuration.Attachments.0": { 
                    "updatedValue": { 
                        "VolumeId": "vol-ce676ccc", 
                        "InstanceId": "i-344c463d", 
                        "Device": "/dev/sdf", 
                        "State": "attached", 
                        "AttachTime": "FriMar0723: 46: 28UTC2014", 
                        "DeleteOnTermination": "false" 
                    }, 
                    "changeType": "CREATE" 
                } 
            } 
        } 
    }, 
    "Timestamp": "2014-03-07T23:47:10.001Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "LgfJNB5aOk/w3omqsYrv5cUFY8yvIJvO5ZZh46/
KGPApk6HXRTBRlkhjacnxIXJEWsGI9mxvMmoWPLJGYEAR5FF/+/
Ro9QTmiTNcEjQ5kB8wGsRWVrk/whAzT2lVtofc365En2T1Ncd9iSFFXfJchgBmI7EACZ28t
+n2mWFgo57n6eGDvHTedslzC6KxkfWTfXsR6zHXzkB3XuZImktflg3iPKtvBb3Zc9iVbNsBEI4FITFWktSqqomYDjc5h0kgapIo4CtCHGKpALW9JDmP
+qZhMzEbHWpzFlEzvFl55KaZXxDbznBD1ZkqPgno/WufuxszCiMrsmV8pUNUnkU1TA==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
e372f8ca30337fdb084e8ac449342c77.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:example:a6859fee-3638-407c-907e-879651c9d143"
} 

関係を持つリソースの設定項目
リソースが他のリソースに関連付けられている場合、そのリソースの変更に伴って複数の設定項目が生じ
ることがあります。次の例では、関係を持つリソースの設定項目が AWS Config でどのように作成される
かを示します。

1. i-007d374c8912e3e90 を ID とする EC2 インスタンスがあり、このインスタンスは Amazon EC2 
セキュリティグループの sg-c8b141b4 に関連付けられています。

2. EC2 インスタンスを更新して、セキュリティグループを別のセキュリティグループ sg-3f1fef43 に
変更します。
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3. EC2 インスタンスは別のリソースに関連付けられているため、次の例に示すように、複数の設定項目
が AWS Config で作成されます。

この通知には、セキュリティグループの置換に伴う EC2 インスタンスの設定項目の変更が含まれていま
す。

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "faeba85e-ef46-570a-b01c-f8b0faae8d5d", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::EC2::Instance i-007d374c8912e3e90 Updated in 
 Account 123456789012", 
    "Message": { 
        "configurationItemDiff": { 
            "changedProperties": { 
                "Configuration.NetworkInterfaces.0": { 
                    "previousValue": { 
                        "networkInterfaceId": "eni-fde9493f", 
                        "subnetId": "subnet-2372be7b", 
                        "vpcId": "vpc-14400670", 
                        "description": "", 
                        "ownerId": "123456789012", 
                        "status": "in-use", 
                        "macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0", 
                        "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                        "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                        "sourceDestCheck": true, 
                        "groups": [{ 
                            "groupName": "example-security-group-1", 
                            "groupId": "sg-c8b141b4" 
                        }], 
                        "attachment": { 
                            "attachmentId": "eni-attach-85bd89d9", 
                            "deviceIndex": 0, 
                            "status": "attached", 
                            "attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z", 
                            "deleteOnTermination": true 
                        }, 
                        "association": { 
                            "publicIp": "54.175.43.43", 
                            "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                            "ipOwnerId": "amazon" 
                        }, 
                        "privateIpAddresses": [{ 
                            "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                            "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                            "primary": true, 
                            "association": { 
                                "publicIp": "54.175.43.43", 
                                "publicDnsName": 
 "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                                "ipOwnerId": "amazon" 
                            } 
                        }] 
                    }, 
                    "updatedValue": null, 
                    "changeType": "DELETE" 
                }, 
                "Relationships.0": { 
                    "previousValue": { 
                        "resourceId": "sg-c8b141b4", 
                        "resourceName": null, 
                        "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
                        "name": "Is associated with SecurityGroup" 
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                    }, 
                    "updatedValue": null, 
                    "changeType": "DELETE" 
                }, 
                "Configuration.NetworkInterfaces.1": { 
                    "previousValue": null, 
                    "updatedValue": { 
                        "networkInterfaceId": "eni-fde9493f", 
                        "subnetId": "subnet-2372be7b", 
                        "vpcId": "vpc-14400670", 
                        "description": "", 
                        "ownerId": "123456789012", 
                        "status": "in-use", 
                        "macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0", 
                        "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                        "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                        "sourceDestCheck": true, 
                        "groups": [{ 
                            "groupName": "example-security-group-2", 
                            "groupId": "sg-3f1fef43" 
                        }], 
                        "attachment": { 
                            "attachmentId": "eni-attach-85bd89d9", 
                            "deviceIndex": 0, 
                            "status": "attached", 
                            "attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z", 
                            "deleteOnTermination": true 
                        }, 
                        "association": { 
                            "publicIp": "54.175.43.43", 
                            "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                            "ipOwnerId": "amazon" 
                        }, 
                        "privateIpAddresses": [{ 
                            "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                            "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                            "primary": true, 
                            "association": { 
                                "publicIp": "54.175.43.43", 
                                "publicDnsName": 
 "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                                "ipOwnerId": "amazon" 
                            } 
                        }] 
                    }, 
                    "changeType": "CREATE" 
                }, 
                "Relationships.1": { 
                    "previousValue": null, 
                    "updatedValue": { 
                        "resourceId": "sg-3f1fef43", 
                        "resourceName": null, 
                        "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
                        "name": "Is associated with SecurityGroup" 
                    }, 
                    "changeType": "CREATE" 
                }, 
                "Configuration.SecurityGroups.1": { 
                    "previousValue": null, 
                    "updatedValue": { 
                        "groupName": "example-security-group-2", 
                        "groupId": "sg-3f1fef43" 
                    }, 
                    "changeType": "CREATE" 
                }, 
                "Configuration.SecurityGroups.0": { 
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                    "previousValue": { 
                        "groupName": "example-security-group-1", 
                        "groupId": "sg-c8b141b4" 
                    }, 
                    "updatedValue": null, 
                    "changeType": "DELETE" 
                } 
            }, 
            "changeType": "UPDATE" 
        }, 
        "configurationItem": { 
            "relatedEvents": [], 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "eni-fde9493f", 
                    "resourceName": null, 
                    "resourceType": "AWS::EC2::NetworkInterface", 
                    "name": "Contains NetworkInterface" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "sg-3f1fef43", 
                    "resourceName": null, 
                    "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
                    "name": "Is associated with SecurityGroup" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "subnet-2372be7b", 
                    "resourceName": null, 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Subnet", 
                    "name": "Is contained in Subnet" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "vol-0a2d63a256bce35c5", 
                    "resourceName": null, 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
                    "name": "Is attached to Volume" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "vpc-14400670", 
                    "resourceName": null, 
                    "resourceType": "AWS::EC2::VPC", 
                    "name": "Is contained in Vpc" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "instanceId": "i-007d374c8912e3e90", 
                "imageId": "ami-9be6f38c", 
                "state": { 
                    "code": 16, 
                    "name": "running" 
                }, 
                "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                "stateTransitionReason": "", 
                "keyName": "ec2-micro", 
                "amiLaunchIndex": 0, 
                "productCodes": [], 
                "instanceType": "t2.micro", 
                "launchTime": "2017-01-09T20:13:28.000Z", 
                "placement": { 
                    "availabilityZone": "us-east-2c", 
                    "groupName": "", 
                    "tenancy": "default", 
                    "hostId": null, 
                    "affinity": null 
                }, 
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                "kernelId": null, 
                "ramdiskId": null, 
                "platform": null, 
                "monitoring": {"state": "disabled"}, 
                "subnetId": "subnet-2372be7b", 
                "vpcId": "vpc-14400670", 
                "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                "publicIpAddress": "54.175.43.43", 
                "stateReason": null, 
                "architecture": "x86_64", 
                "rootDeviceType": "ebs", 
                "rootDeviceName": "/dev/xvda", 
                "blockDeviceMappings": [{ 
                    "deviceName": "/dev/xvda", 
                    "ebs": { 
                        "volumeId": "vol-0a2d63a256bce35c5", 
                        "status": "attached", 
                        "attachTime": "2017-01-09T19:36:03.000Z", 
                        "deleteOnTermination": true 
                    } 
                }], 
                "virtualizationType": "hvm", 
                "instanceLifecycle": null, 
                "spotInstanceRequestId": null, 
                "clientToken": "bIYqA1483990561516", 
                "tags": [{ 
                    "key": "Name", 
                    "value": "value" 
                }], 
                "securityGroups": [{ 
                    "groupName": "example-security-group-2", 
                    "groupId": "sg-3f1fef43" 
                }], 
                "sourceDestCheck": true, 
                "hypervisor": "xen", 
                "networkInterfaces": [{ 
                    "networkInterfaceId": "eni-fde9493f", 
                    "subnetId": "subnet-2372be7b", 
                    "vpcId": "vpc-14400670", 
                    "description": "", 
                    "ownerId": "123456789012", 
                    "status": "in-use", 
                    "macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0", 
                    "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                    "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                    "sourceDestCheck": true, 
                    "groups": [{ 
                        "groupName": "example-security-group-2", 
                        "groupId": "sg-3f1fef43" 
                    }], 
                    "attachment": { 
                        "attachmentId": "eni-attach-85bd89d9", 
                        "deviceIndex": 0, 
                        "status": "attached", 
                        "attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z", 
                        "deleteOnTermination": true 
                    }, 
                    "association": { 
                        "publicIp": "54.175.43.43", 
                        "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                        "ipOwnerId": "amazon" 
                    }, 
                    "privateIpAddresses": [{ 
                        "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                        "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                        "primary": true, 
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                        "association": { 
                            "publicIp": "54.175.43.43", 
                            "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                            "ipOwnerId": "amazon" 
                        } 
                    }] 
                }], 
                "iamInstanceProfile": null, 
                "ebsOptimized": false, 
                "sriovNetSupport": null, 
                "enaSupport": true 
            }, 
            "supplementaryConfiguration": {}, 
            "tags": {"Name": "value"}, 
            "configurationItemVersion": "1.2", 
            "configurationItemCaptureTime": "2017-01-09T22:50:14.328Z", 
            "configurationStateId": 1484002214328, 
            "awsAccountId": "123456789012", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
            "resourceId": "i-007d374c8912e3e90", 
            "resourceName": null, 
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-007d374c8912e3e90", 
            "awsRegion": "us-east-2", 
            "availabilityZone": "us-east-2c", 
            "configurationStateMd5Hash": "8d0f41750f5965e0071ae9be063ba306", 
            "resourceCreationTime": "2017-01-09T20:13:28.000Z" 
        }, 
        "notificationCreationTime": "2017-01-09T22:50:15.928Z", 
        "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification", 
        "recordVersion": "1.2" 
    }, 
    "Timestamp": "2017-01-09T22:50:16.358Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "lpJTEYOSr8fUbiaaRNw1ECawJFVoD7I67mIeEkfAWJkqvvpak1ULHLlC
+I0sS/01A4P1Yci8GSK/cOEC/O2XBntlw4CAtbMUgTQvb345Z2YZwcpK0kPNi6v6N51DuZ/6DZA8EC
+gVTNTO09xtNIH8aMlvqyvUSXuh278xayExC5yTRXEg+ikdZRd4QzS7obSK1kgRZWI6ipxPNL6rd56/
VvPxyhcbS7Vm40/2+e0nVb3bjNHBxjQTXSs1Xhuc9eP2gEsC4Sl32bGqdeDU1Y4dFGukuzPYoHuEtDPh
+GkLUq3KeiDAQshxAZLmOIRcQ7iJ/bELDJTN9AcX6lqlDZ79w==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

次の通知には、インスタンスに関連付けられている EC2 セキュリティグループ sg-3f1fef43 の設定項
目の変更が含まれています。

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "564d873e-711e-51a3-b48c-d7d064f65bf4", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::EC2::SecurityGroup sg-3f1fef43 Created in 
 Account 123456789012", 
    "Message": { 
        "configurationItemDiff": { 
            "changedProperties": {}, 
            "changeType": "CREATE" 
        }, 
        "configurationItem": { 
            "relatedEvents": [], 
            "relationships": [{ 
                "resourceId": "vpc-14400670", 
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                "resourceName": null, 
                "resourceType": "AWS::EC2::VPC", 
                "name": "Is contained in Vpc" 
            }], 
            "configuration": { 
                "ownerId": "123456789012", 
                "groupName": "example-security-group-2", 
                "groupId": "sg-3f1fef43", 
                "description": "This is an example security group.", 
                "ipPermissions": [], 
                "ipPermissionsEgress": [{ 
                    "ipProtocol": "-1", 
                    "fromPort": null, 
                    "toPort": null, 
                    "userIdGroupPairs": [], 
                    "ipRanges": ["0.0.0.0/0"], 
                    "prefixListIds": [] 
                }], 
                "vpcId": "vpc-14400670", 
                "tags": [] 
            }, 
            "supplementaryConfiguration": {}, 
            "tags": {}, 
            "configurationItemVersion": "1.2", 
            "configurationItemCaptureTime": "2017-01-09T22:50:15.156Z", 
            "configurationStateId": 1484002215156, 
            "awsAccountId": "123456789012", 
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered", 
            "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
            "resourceId": "sg-3f1fef43", 
            "resourceName": null, 
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:security-group/sg-3f1fef43", 
            "awsRegion": "us-east-2", 
            "availabilityZone": "Not Applicable", 
            "configurationStateMd5Hash": "7399608745296f67f7fe1c9ca56d5205", 
            "resourceCreationTime": null 
        }, 
        "notificationCreationTime": "2017-01-09T22:50:16.021Z", 
        "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification", 
        "recordVersion": "1.2" 
    }, 
    "Timestamp": "2017-01-09T22:50:16.413Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "GocX31Uu/zNFo85hZqzsNy30skwmLnjPjj+UjaJzkih
+dCP6gXYGQ0bK7uMzaLL2C/ibYOOsT7I/XY4NW6Amc5T46ydyHDjFRtQi8UfUQTqLXYRTnpOO/
hyK9lMFfhUNs4NwQpmx3n3mYEMpLuMs8DCgeBmB3AQ+hXPhNuNuR3mJVgo25S8AqphN9O0okZ2MKNUQy8iJm/
CVAx70TdnYsfUMZ24n88bUzAfiHGzc8QTthMdrFVUwXxa1h/7Zl8+A7BwoGmjo7W8CfLDVwaIQv1Uplgk3qd95Z0AXOzXVxNBQEi4k8axcknwjzpyO1g3rKzByiQttLUQwkgF33op9wg==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

設定履歴の配信通知の例
設定履歴は、特定期間の特定リソースタイプに関する設定項目のコレクションです。次の例は、CloudTrail 
証跡リソースの設定履歴がアカウントに配信される際に AWS Config から送信される通知を示していま
す。

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "ce49bf2c-d03a-51b0-8b6a-ef480a8b39fe", 
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    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration History Delivery Completed for Account 
 123456789012", 
    "Message": { 
        "s3ObjectKey": "AWSLogs/123456789012/Config/us-
east-2/2016/9/27/ConfigHistory/123456789012_Config_us-
east-2_ConfigHistory_AWS::CloudTrail::Trail_20160927T195818Z_20160927T195818Z_1.json.gz", 
        "s3Bucket": "config-bucket-123456789012-ohio", 
        "notificationCreationTime": "2016-09-27T20:37:05.217Z", 
        "messageType": "ConfigurationHistoryDeliveryCompleted", 
        "recordVersion": "1.1" 
    }, 
    "Timestamp": "2016-09-27T20:37:05.315Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "OuIcS5RAKXTR6chQEJp3if4KJQVlBz2kmXh7QE1/
RJQiCPsCNfG0J0rUZ1rqfKMqpps/Ka+zF0kg4dUCWV9PF0dliuwnjfbtYmDZpP4EBOoGmxcTliUn1AIe/
yeGFDuc6P3EotP3zt02rhmxjezjf3c11urstFZ8rTLVXp0z0xeyk4da0UetLsWZxUFEG0Z5uhk09mBo5dg/4mryIOovidhrbCBgX5marot8TjzNPS9UrKhi2YGUoSQGr4E85EzWqqXdn33GO8dy0DqDfdWBaEr3IWVGtHy3w7oJDMIqW7ENkfML0bJMQjin4P5tYeilNF5XQzhtCkFvFx7JHR97vw==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

設定スナップショットの配信開始の通知例
次の例は、AWS Config でアカウントの設定スナップショットの配信を開始する際に、AWS Config から送
信される通知を示しています。

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "a32d0487-94b1-53f6-b4e6-5407c9c00be6", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration Snapshot Delivery Started for Account 
 123456789012", 
    "Message": { 
        "configSnapshotId": "108e0794-84a7-4cca-a179-76a199ddd11a", 
        "notificationCreationTime": "2016-10-18T17:26:09.572Z", 
        "messageType": "ConfigurationSnapshotDeliveryStarted", 
        "recordVersion": "1.1" 
    }, 
    "Timestamp": "2016-10-18T17:26:09.840Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "BBA0DeKsfteTpYyZH5HPANpOLmW/jumOMBsghRq/kimY9tjNlkF/
V3BpLG1HVmDQdQzBh6oKE0h0rxcazbyGf5KF5W5r1zKKlEnS9xugFzALPUx//
olSJ4neWalLBKNIq1xvAQgu9qHfDR7dS2aCwe4scQfqOjn1Ev7PlZqxmT+ux3SR/
C54cbfcduDpDsPwdo868+TpZvMtaU30ySnX04fmOgxoiA8AJO/EnjduQ08/zd4SYXhm+H9wavcwXB9XECelHhRW70Y
+wHQixfx40S1SaSRzvnJE+m9mHphFQs64YraRDRv6tMaenTk6CVPO+81ceAXIg2E1m7hZ7lz4PA==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

設定スナップショットの配信通知の例
設定スナップショットは、アカウント内のすべての記録されたリソースとその設定に関する設定項目のコ
レクションです。次の例は、アカウントで設定スナップショットを配信する際に AWS Config から送信さ
れる通知を示しています。
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{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "9fc82f4b-397e-5b69-8f55-7f2f86527100", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration Snapshot Delivery Completed for 
 Account 123456789012", 
    "Message": { 
        "configSnapshotId": "16da64e4-cb65-4846-b061-e6c3ba43cb96", 
        "s3ObjectKey": "AWSLogs/123456789012/Config/us-east-2/2016/9/27/
ConfigSnapshot/123456789012_Config_us-east-2_ConfigSnapshot_20160927T183939Z_16da64e4-
cb65-4846-b061-e6c3ba43cb96.json.gz", 
        "s3Bucket": "config-bucket-123456789012-ohio", 
        "notificationCreationTime": "2016-09-27T18:39:39.853Z", 
        "messageType": "ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted", 
        "recordVersion": "1.1" 
    }, 
    "Timestamp": "2016-09-27T18:39:40.062Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "PMkWfUuj/fKIEXA7s2wTDLbZoF/MDsUkPspYghOpwu9n6m+C
+zrm0cEZXPxxJPvhnWozG7SVqkHYf9QgI/diW2twP/HPDn5GQs2rNDc+YlaByEXnKVtHV1Gd4r1kN57E/
oOW5NVLNczk5ymxAW+WGdptZJkCgyVuhJ28s08m3Z3Kqz96PPSnXzYZoCfCn/
yP6CqXoN7olr4YCbYxYwn8zOUYcPmc45yYNSUTKZi+RJQRnDJkL2qb+s4h9w2fjbBBj8xe830VbFJqbHp7UkSfpc64Y
+tRvmMLY5CI1cYrnuPRhTLdUk+R0sshg5G+JMtSLVG/TvWbjz44CKXJprjIQg==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

コンプライアンス変更の通知の例
AWS Config がカスタムルールやマネージドルールを適用してリソースを評価すると、AWS Config はリ
ソースがルールに準拠しているかどうかを示す通知を送信します。

次の例は、CloudTrail 証跡リソースが cloudtrail-enabled  マネージドルールに準拠していることを
示す通知です。

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "11fd05dd-47e1-5523-bc01-55b988bb9478", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::::Account 123456789012 is COMPLIANT with 
 cloudtrail-enabled in Accoun...", 
    "Message": { 
        "awsAccountId": "123456789012", 
        "configRuleName": "cloudtrail-enabled", 
        "configRuleARN": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-9rpvxc", 
        "resourceType": "AWS::::Account", 
        "resourceId": "123456789012", 
        "awsRegion": "us-east-2", 
        "newEvaluationResult": { 
            "evaluationResultIdentifier": { 
                "evaluationResultQualifier": { 
                    "configRuleName": "cloudtrail-enabled", 
                    "resourceType": "AWS::::Account", 
                    "resourceId": "123456789012" 
                }, 
                "orderingTimestamp": "2016-09-27T19:48:40.619Z" 
            }, 
            "complianceType": "COMPLIANT", 
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            "resultRecordedTime": "2016-09-27T19:48:41.405Z", 
            "configRuleInvokedTime": "2016-09-27T19:48:40.914Z", 
            "annotation": null, 
            "resultToken": null 
        }, 
        "oldEvaluationResult": { 
            "evaluationResultIdentifier": { 
                "evaluationResultQualifier": { 
                    "configRuleName": "cloudtrail-enabled", 
                    "resourceType": "AWS::::Account", 
                    "resourceId": "123456789012" 
                }, 
                "orderingTimestamp": "2016-09-27T16:30:49.531Z" 
            }, 
            "complianceType": "NON_COMPLIANT", 
            "resultRecordedTime": "2016-09-27T16:30:50.717Z", 
            "configRuleInvokedTime": "2016-09-27T16:30:50.105Z", 
            "annotation": null, 
            "resultToken": null 
        }, 
        "notificationCreationTime": "2016-09-27T19:48:42.620Z", 
        "messageType": "ComplianceChangeNotification", 
        "recordVersion": "1.0" 
    }, 
    "Timestamp": "2016-09-27T19:48:42.749Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "XZ9FfLb2ywkW9yj0yBkNtIP5q7Cry6JtCEyUiHmG9gpOZi3seQ41udhtAqCZoiNiizAEi
+6gcttHCRV1hNemzp/
YmBmTfO6azYXt0FJDaEvd86k68VCS9aqRlBBjYlNo7ILi4Pqd5rE4BX2YBQSzcQyERGkUfTZ2BIFyAmb1Q/
y4/6ez8rDyi545FDSlgcGEb4LKLNR6eDi4FbKtMGZHA7Nz8obqs1dHbgWYnp3c80mVLl7ohP4hilcxdywAgXrbsN32ekYr15gdHozx8YzyjfRSo3SjH0c5PGSXEAGNuC3mZrKJip
+BIZ21ZtkcUtY5B3ImgRlUO7Yhn3L3c6rZxQ==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

ルールの評価開始の通知例
AWS Config は、カスタムルールやマネージドルールを適用してリソースの評価を開始すると、通知を送
信します。次の例は、AWS Config で iam-password-policy マネージドルールの評価を開始したこと
を示す通知です。

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "358c8e65-e27a-594e-82d0-de1fe77393d7", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Config Rules Evaluation Started for Account 
 123456789012", 
    "Message": { 
        "awsAccountId": "123456789012", 
        "awsRegion": "us-east-2", 
        "configRuleNames": ["iam-password-policy"], 
        "notificationCreationTime": "2016-10-13T21:55:21.339Z", 
        "messageType": "ConfigRulesEvaluationStarted", 
        "recordVersion": "1.0" 
    }, 
    "Timestamp": "2016-10-13T21:55:21.575Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "DE431D+24zzFRboyPY2bPTsznJWe8L6TjDC+ItYlLFkE9jACSBl3sQ1uSjYzEhEbN7Cs
+wBoHnJ/DxOSpyCxt4giqgKd+H2I636BvrQwHDhJwJm7qI6P8IozEliRvRWbM38zDTvHqkmmXQbdDHRsK/
MssMeVTBKuW0x8ivMrj+KpwuF57tE62eXeFhjBeJ0DKQV+aC+i3onsuT7HQvXQDBPdOM+cSuLrJaMQJ6TcMU5G76qg/
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gl494ilb4Vj4udboGWpHSgUvI3guFsc1SsTrlWXQKXabWtsCQPfdOhkKgmViCfMZrLRp8Pjnu
+uspYQELkEfwBchDVVzd15iMrAzQ==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

サイズが大きすぎる設定項目の変更の通知例
AWS Config は、リソースの設定変更を検出すると、設定項目の通知を送信します。通知が Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) の最大許容サイズを超えている場合、通知には設定項目の概要
が含まれます。通知の全詳細は、s3BucketLocation フィールドで指定した Amazon S3 バケット内に表
示されています。

次の例は、Amazon EC2 インスタンスの設定項目を示す通知です。通知には、変更の概要と Amazon S3 
バケット内の通知の参照先が含まれています。

View the Timeline for this Resource in the Console: 
    https://console.aws.amazon.com/config/home?region=us-west-2#/timeline/
AWS::EC2::Instance/resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80?
time=2016-10-06T16:46:16.261Z 
     
    The full configuration item change notification for this resource exceeded the maximum 
 size allowed by Amazon Simple Notification Service (SNS). A summary of the configuration 
 item is provided here. You can view the complete notification in the specified Amazon S3 
 bucket location. 
     
    New State Record Summary: 
    ---------------------------- 
    { 
      "configurationItemSummary": { 
        "changeType": "UPDATE", 
        "configurationItemVersion": "1.2", 
        "configurationItemCaptureTime": "2016-10-06T16:46:16.261Z", 
        "configurationStateId": 0, 
        "awsAccountId": "123456789012", 
        "configurationItemStatus": "OK", 
        "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
        "resourceId": "resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80", 
        "resourceName": null, 
        "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/resourceId_14b76876-7969-4097-
ab8e-a31942b02e80", 
        "awsRegion": "us-west-2", 
        "availabilityZone": null, 
        "configurationStateMd5Hash": "8f1ee69b287895a0f8bc5753eca68e96", 
        "resourceCreationTime": "2016-10-06T16:46:10.489Z" 
      }, 
      "s3DeliverySummary": { 
        "s3BucketLocation": "my-bucket/AWSLogs/123456789012/Config/
us-west-2/2016/10/6/OversizedChangeNotification/AWS::EC2::Instance/
resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80/123456789012_Config_us-
west-2_ChangeNotification_AWS::EC2::Instance_resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-
a31942b02e80_20161006T164616Z_0.json.gz", 
        "errorCode": null, 
        "errorMessage": null 
      }, 
      "notificationCreationTime": "2016-10-06T16:46:16.261Z", 
      "messageType": "OversizedConfigurationItemChangeNotification", 
      "recordVersion": "1.0" 
    }
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配信失敗の通知の例
AWS Config は、AWS Config が設定スナップショットやサイズが大きすぎる設定項目の変更の通知を 
Amazon S3 バケットに配信できない場合、配信失敗の通知を送信します。有効な Amazon S3 バケットを
指定したことを確認してください。

View the Timeline for this Resource in the Console: 
    https://console.aws.amazon.com/config/home?region=us-west-2#/timeline/
AWS::EC2::Instance/test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457?
time=2016-10-06T16:46:13.749Z 
     
     The full configuration item change notification for this resource exceeded the maximum 
 size allowed by Amazon Simple Notification Service (SNS). A summary of the configuration 
 item is provided here. You can view the complete notification in the specified Amazon S3 
 bucket location. 
     
    New State Record Summary: 
    ---------------------------- 
    { 
      "configurationItemSummary": { 
        "changeType": "UPDATE", 
        "configurationItemVersion": "1.2", 
        "configurationItemCaptureTime": "2016-10-06T16:46:13.749Z", 
        "configurationStateId": 0, 
        "awsAccountId": "123456789012", 
        "configurationItemStatus": "OK", 
        "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
        "resourceId": "test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457", 
        "resourceName": null, 
        "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457", 
        "awsRegion": "us-west-2", 
        "availabilityZone": null, 
        "configurationStateMd5Hash": "6de64b95eacd30e7b63d4bba7cd80814", 
        "resourceCreationTime": "2016-10-06T16:46:10.489Z" 
      }, 
      "s3DeliverySummary": { 
        "s3BucketLocation": null, 
        "errorCode": "NoSuchBucket", 
        "errorMessage": "Failed to deliver notification to bucket: bucket-example for 
 account 123456789012 in region us-west-2." 
      }, 
      "notificationCreationTime": "2016-10-06T16:46:13.749Z", 
      "messageType": "OversizedConfigurationItemChangeDeliveryFailed", 
      "recordVersion": "1.0" 
    }
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価

AWS Config を使用して AWS リソースの設定内容を評価します。これを行うには、AWS Config ルール
を作成して最適な設定内容を定義します。AWS Config には、この作業をサポートするためにマネージド
ルールというカスタマイズ可能な定義済みのルールが用意されています。AWS Config はリソース間で発
生する設定変更を継続的に追跡し、これらの変更がルールの条件に不適合になっていないかどうかを確
認します。リソースがルールに適合していない場合、AWS Config はリソースとルールに非準拠を示す
noncompliant のフラグを付けます。AWS Config ルールについて考えられる評価結果は次のとおりです。

• COMPLIANT - ルールはコンプライアンスチェックの条件を満たしています。
• NON_COMPLIANT - ルールがコンプライアンスチェックの条件を満たしていません。
• ERROR - 必須/オプションのパラメータのいずれかが有効でないか、タイプが正しくないか、形式が正し

くありません。
• NOT_APPLICABLE - ルールのロジックを適用できないリソースを除外するために使用されます。

例えば、alb-desync-mode-check ルールは Application Load Balancer のみをチェックし、Network Load 
Balancer と Gateway Load Balancer は無視します。

例えば、EC2 ボリュームを作成した場合、AWS Config では、ボリュームが暗号化されていることを要求
するルールを適用してボリュームを評価できます。ボリュームが暗号化されていない場合、AWS Config 
はボリュームとルールに非準拠のフラグを付けます。AWS Config では、アカウント全体の要件に照らし
てすべてのリソースを確認することもできます。例えば、AWS Config ではアカウント内の EC2 ボリュー
ムの数が所要合計以内であるかどうかや、アカウントでログ記録に AWS CloudTrail が使用されているか
どうかを確認できます。

サービスにリンクされたルールは、一意のタイプのマネージドルールであり、アカウントに ルールを作成
する他の のサービスをサポートします。これらのルールは事前定義され、ユーザーに代わって 他の AWS 
のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可を備えています。これらのルールは、AWS アカ
ウントで AWS のサービスが推奨するコンプライアンス検証の基準と同様のものです。詳細については、
[サービスにリンクされた AWS Config ルール (p. 668)] を参照してください。

AWS Config コンソールには、ルールとリソースのコンプライアンスステータスが表示されます。AWS リ
ソース全体が最適な設定に準拠しているかどうかを調べ、準拠していない特定のリソースを特定できま
す。AWS CLI、AWS Config API、および AWS SDK を使用して AWS Config サービスにコンプライアンス
情報をリクエストすることもできます。

AWS Config でリソースの設定を評価することで、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に
対するリソースの設定の準拠状態を確認できます。

アカウントおよびリージョンごとの AWS Config ルールの最大数とその他のサービスの制限については、
「AWS Config サービスの制限」を参照してください。

カスタムルールを作成して、現在 AWS Config の記録対象外のリソースを評価することもできます。詳細
については、AWS Config カスタムルール (p. 670) および その他のリソースタイプの評価 (p. 680) を
参照してください。

トピック
• リージョンのサポート (p. 297)
• AWS Config ルールのコンポーネント (p. 300)
• AWS Config ルールの評価モードとトリガータイプ (p. 315)
• AWS Config マネージドルール (p. 319)
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• AWS Config カスタムルール (p. 670)
• AWS Config ルールの管理 (p. 695)
• AWS Config ルールでのリソースの評価 (p. 704)
• AWS Config ルールから評価結果を削除する (p. 707)
• 組織のすべてのアカウント全体で AWS Config ルールを管理する (p. 708)
• AWS Config ルールによる非準拠リソースの修復 (p. 710)

リージョンのサポート
現在、AWS Config ルールは次のリージョンでサポートされています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタウ
ン)

af-south-1 config.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (香
港)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ハ
イデラバー
ド)

ap-south-2 config.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカルタ)

ap-
southeast-3

config.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (メ
ルボルン)

ap-
southeast-4

config.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (大
阪)

ap-
northeast-3

config.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 config.cn-north-1.amazonaws.com HTTPS

中国 (寧夏) cn-
northwest-1

config.cn-northwest-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペイ
ン)

eu-south-2 config.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 config.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (チュー
リッヒ)

eu-central-2 config.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラブ
首長国連邦)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

config.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

config.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 組織内のメンバーアカウント間での AWS Config ルールのデプロイは、以下のリージョンでサポート
されています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラブ
首長国連邦)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Config ルールのコンポーネント
AWS Config ルールは、AWS リソースの設定内容を評価します。ルールには、AWS Config マネージド
ルールとAWS Config カスタムルールという 2 つのタイプがあります。

AWS Config マネージドルールは、AWS Config によって作成される、事前定義されたカスタマイズ可能な
ルールです。マネージドルールのリストについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」を参照
してください。

AWS Config カスタムルールは、最初から作成するルールです。AWS Config カスタムルールを作成するに
は、Lambda 関数 (AWS Lambda デベロッパーガイド) を使用する方法と、ポリシーをコード化する言語
である Guard (Guard GitHub リポジトリ) を使用する方法の 2 つがあります。AWS Lambda で作成された 
AWS Config カスタムルールは AWS Config カスタム Lambda ルールと呼ばれ、Guard で作成された AWS 
Config カスタムルールは AWS Config カスタムポリシールールと呼ばれます。

このページでは、ルール定義の構造と、AWS Config ルール開発キット (RDK) および AWS Config ルール
開発キットライブラリ (RDKLib) を使用してルールを記述する方法に関するベストプラクティスについて
説明します。AWS Config カスタムポリシールールの作成方法を示すチュートリアルについては、「AWS 
Config カスタムポリシールールの作成」を参照してください。AWS Config カスタム Lambda ルールの作
成方法を示すチュートリアルについては、「AWS Config カスタム Lambda ルールの作成」を参照してく
ださい。

目次
• ルール定義 (p. 300)
• ルールのメタデータ (p. 301)
• ルールの構造 (p. 303)

• ルールの記述 (p. 303)
• ルールのロジック (p. 312)

ルール定義
AWS Config ルール定義には以下のフィールドがあります。

• identifier
• defaultName
• [ Description] ( 説明)
• scope
• SourceDetails
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• compulsoryInputParameterDetails
• optionalInputParameterDetails
• labels
• supportedEvaluationModes

次の JSON の例では、elasticsearch-logs-to-cloudwatch マネージドルールのルール定義を示しています。

{ 
  "identifier": "ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH", 
  "defaultName": "elasticsearch-logs-to-cloudwatch",  
  "description": "Checks if Amazon OpenSearch Service domains are configured to send logs 
 to Amazon CloudWatch Logs.  
  The rule is COMPLIANT if a log is enabled for an Amazon ES domain. This rule is 
 NON_COMPLIANT if logging is not configured." 
  "scope": { 
    "resourceTypes": [ 
      "AWS::Elasticsearch::Domain" 
    ] 
  }, 
  "sourceDetails": [ 
    { 
      "eventSource": "AWS_CONFIG", 
      "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification" 
    }, 
    { 
      "eventSource": "AWS_CONFIG", 
      "messageType": "OversizedConfigurationItemChangeNotification" 
    } 
  ], 
  "compulsoryInputParameterDetails": {}, 
  "optionalInputParameterDetails": { 
        "logTypes": { 
            "type": "CSV", 
            "description": "Comma-separated list of logs that are enabled. Valid values are 
 'search', 'index', 'error'." 
        } 
    }, 
  "labels": [ 
        "Elasticsearch", 
        "CloudWatch", 
        "Logs" 
    ], 
  "supportedEvaluationModes": [ 
    { 
      "evaluationMode": "DETECTIVE" 
    }, 
    { 
      "evaluationMode": "PROACTIVE" 
    } 
  ] 
   
}

ルールのメタデータ
identifier

ルール識別子は、AWS Config マネージドルールの ID として機能します。
ルール識別子は ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES で記述されます。例え
ば、ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH はルール識別子で、elasticsearch-logs-to-
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cloudwatch はルール名です。ルール識別子は、AWS CloudFormation テンプレートで AWS Config 
マネージドルールを作成する場合や、PutConfigRule API を呼び出す場合に使用されます。

Note

ルールによっては、ルール識別子はルール名と異なる場合があります。例え
ば、restricted-ssh のルール識別子は INCOMING_SSH_DISABLED です。

defaultName

defaultName は、ルールのインスタンスがデフォルトで取得する名前です。
[ Description] ( 説明)

ルールの説明は、ルールが評価する内容のコンテキストを提供します。AWS Config コンソールには 
256 文字の制限があります。ベストプラクティスとして、ルールの説明に「するかどうかを確認」を
使用し、NON_COMPLIANT シナリオの説明を含めます。サービス名は、AWS で始まり、完全に記述
する必要があります。または、ルールの説明で最初に言及する場合は、Amazon で始まる必要があり
ます。例えば、最初に使用する場合は CloudTrail または CloudWatch ではなく AWS CloudTrail また
は Amazon CloudWatch とします。それ以降に言及するときは、サービス名を省略できます。

scope

スコープは、ルールがターゲットとするリソースタイプを決定します。サポートされるリソースタイ
プのリストについては、サポートされているリソースタイプを参照してください。

SourceDetails

sourceDetails は、ルールのトリガータイプを決定します。トリガータイプには、変更によってトリ
ガーされるルールの「設定変更タイプ」と、定期的なルールの「定期的タイプ」の 2 種類がありま
す。また、両方のトリガータイプを使用するようにルールを設定することもできます。これはハイブ
リッドルールと呼ばれます。詳細については、「トリガータイプ」を参照してください。

ConfigurationItemChangeNotification および
OversizedConfigurationItemChangeNotification は、変更をトリガーするルールに使用さ
れます。AWS Config は、リソースの設定変更を検出すると、設定項目の通知を送信します。通知が 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) の最大許容サイズを超えている場合、通知には設
定項目の概要が含まれます。完全な通知は、s3BucketLocation フィールドで指定した S3 バケット内
の参照先にあります。

ScheduleNotification は定期的なルールに使用されます。

定期的トリガーと設定変更トリガーの両方によって評価されるハイブリッドルールがある場合は、3 
種類すべての通知を使用できます。

compulsoryInputParameterDetails

compulsoryInputParameterDetails は、ルールが評価を行うために必要なパラメータに使用さ
れます。例えば、access-keys-rotated マネージドルールには、必須パラメータとして
maxAccessKeyAge が含まれます。パラメータが必須の場合、(オプション) としてマークされませ
ん。パラメータごとに、型を指定する必要があります。型は、「String」、「int」、「double」、
「CSV」、「boolean」、「StringMap」のいずれかになります。

optionalInputParameterDetails

OptionalInputParameterDetails は、ルールが評価を行うためのオプションのパラメータに使用されま
す。例えば、elasticsearch-logs-to-cloudwatch マネージドルールには、オプションのパラ
メータとして logTypes が含まれます。パラメータごとに、型を指定する必要があります。型は、
「String」、「int」、「double」、「CSV」、「boolean」、「StringMap」のいずれかになります。

labels

ルールにタグを付けるために、ラベルを使用できます。例えば、codedeploy-auto-rollback-
monitor-enabled、codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured、および
codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled マネージドルールには、すべてラ
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ベル CodeDeploy が含まれます。ラベルを使用すると、ルールの管理、検索、フィルタリングに役立
ちます。

supportedEvaluationModes

supportedEvaluationModes は、リソースをデプロイ前またはデプロイ後のいずれで評価するかを決定
します。

DETECTIVE は、デプロイ済みのリソースを評価するために使用します。これにより、既存のリソー
ス構成設定を評価できます。PROACTIVE は、リソースをデプロイ前に評価するために使用します。

これにより、AWS リソースを定義するために使用した一連のリソースプロパティが、リージョンのア
カウントにあるプロアクティブなルールセットに照らして、COMPLIANT または NON_COMPLIANT 
であるかを評価できます。

supportedEvaluationModes は DETECTIVE、PROACTIVE、または DETECTIVE と PROACTIVE の両方
に指定できます。評価モードは指定する必要があり、このフィールドを空のままにすることはできま
せん。

詳細については、「評価モード」を参照してください。プロアクティブ評価をサポートするマネージ
ドルールのリストについては、「評価モード別の AWS Config マネージドルールのリスト」を参照し
てください。

Note

プロアクティブルールは、NON_COMPLIANT のフラグが付けられたリソースを修正した
り、これらのリソースのデプロイを妨げたりしません。

ルールの構造
このセクションには、AWS Config ルール開発キット (RDK) と AWS Config ルール開発キットライブラリ 
(RDKLib) の使用に関する情報が含まれています。RDK または RDKLib の詳細については、aws-config-rdk
および aws-config-rdklib GitHub リポジトリを参照してください。

ルールの記述
前提条件

1. AWS CLI のインストールのステップに従います。
2. コンソールによる AWS Config の設定、またはAWS CLI による AWS Config の設定のステップに従い

ます。AWS Config がサポートされている AWS リージョンの詳細については、「AWS リージョン別
のサービス表」からリージョンを選択してください。

3. pip で推奨される方法を使用して RDK をインストールします。

pip install rdk

Note

pip を使用する前に、マシンに pip がインストールされていることを確認してください。
4. pip で推奨される方法を使用して RDKLib をインストールします。

pip install rdklib

Note

pip を使用する前に、マシンに pip がインストールされていることを確認してください。
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変更によってトリガーされるルール

1. 指定したリソースタイプの変更によってトリガーされるルールを作成するには、次のコマンドを実行
します。

rdk create YOUR_RULE_NAME --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::Resource::Type

次の例では、AWS::IAM::User リソースタイプへの変更によってトリガーされるルールを作成しま
す。

rdk create MFA_ENABLED_RULE --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::IAM::User

以下は、変更によってトリガーされるルールの rdk create コマンドで使用できるフラグです。

rdk create RULE_NAME 
    --runtime pythonX.X-lib // Python runtime version 
    --input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule 
 to do its evaluation 
    --optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a 
 rule to do its evaluation 
    --resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets

Note

RDKLib を使用するには、ルールのランタイムを python3.6-lib に設定する必要がありま
す。

rdk create を実行した後、ルール名の付いた新しいディレクトリが表示されます。ディレクトリに
は以下の 3 つのファイルが含まれます。

• RULE_NAME.py - ルールロジックが格納されている Python ファイル
• RULE_NAME_test.py - ルールのユニットテストが格納されている Python ファイル
• parameters.json-RDK のデプロイ設定用の JSON ファイル

2. 次のステップは、ルールロジックを記述することです。RULE_NAME.py ファイルを編集するだけで済
みます。RULE_NAME.py ファイルを開くと、ルールロジックを追加できるテンプレートが表示されま
す。MFA_ENABLED_RULE 用に生成されたテンプレートを次に示します。

from rdklib import Evaluator, Evaluation, ConfigRule, ComplianceType 
                             
APPLICABLE_RESOURCES = ['AWS::IAM::User'] 
                             
class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule): 

    def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item, 
 valid_rule_parameters): 
        ############################### 
        # Add your custom logic here. # 
        ###############################                        
                             
        return [Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)] 
                             
    #def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters): 
    #    pass 
                             
    def evaluate_parameters(self, rule_parameters): 
        valid_rule_parameters = rule_parameters 
        return valid_rule_parameters 
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################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context): 
    my_rule = MFA_ENABLED_RULE() 
    evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES) 
    return evaluator.handle(event, context)

次の例は、ルールロジックを使用した MFA_ENABLED_RULE テンプレートの編集バージョンです。
このルールは、IAM ユーザーが多要素認証 (MFA) を有効にしているかどうかを確認します。IAM ユー
ザーが MFA を有効にしていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。ルールロジックとテンプ
レートで提供されるメソッドの詳細については、「ルールのロジック (p. 312)」を参照してくださ
い。

from rdklib import ComplianceType, ConfigRule, Evaluation, Evaluator

APPLICABLE_RESOURCES = ["AWS::IAM::User"]

class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule): 
         
    def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item, 
 valid_rule_parameters): 
     
        username = configuration_item.get("resourceName") 
         
        iam_client = client_factory.build_client("iam") 
         
        response = iam_client.list_mfa_devices(UserName=username) 
         
        # Scenario:1 IAM user has MFA enabled. 
        if response["MFADevices"]: 
            return [Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT)] 
             
        # Scenario:2 IAM user has MFA not enabled. 
        annotation = "MFA needs to be enabled for user." 
        return [Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, annotation=annotation)] 
         
    def evaluate_parameters(self, rule_parameters): 
        valid_rule_parameters = rule_parameters 
        return valid_rule_parameters

################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context): 
    my_rule = MFA_ENABLED_RULE() 
    evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES) 
    return evaluator.handle(event, context)

3. 次のステップは、AWS コンソールまたは AWS CLI を使用して AWS に RDKLib レイヤーをインス
トールすることです。RdkLib は、AWS Lambda Layer として機能するように設計されています。これ
により、ライブラリをデプロイパッケージに含める必要なく、ライブラリを使用できます。

• AWS コンソールを使用して RdkLib レイヤーをインストールするには、以下のステップを実行しま
す。
1. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
2. [Create Function] (関数を作成) を選択します。
3. [Create function] (関数を作成) ページで、[Browse serverless app repository] (サーバーレスアプ

リリポジトリの参照) を選択し、検索フィールドに「rdklib」と入力します。
4. 関数の詳細を確認し、デプロイします。変更を加える必要はありません。
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5. 左のナビゲーションペインで、[Layers] (レイヤー) ページを選択します。次に、先ほど作成した 
Lambda レイヤーを選択し、Lambda レイヤーの Amazon リソースネーム (ARN) をコピーしま
す。ルールをデプロイするときに Lambda レイヤーの ARN が必要になります。

• AWS CLI を使用して RdkLib レイヤーをインストールするには、以下のコマンドを実行します。
1. RDKlib-Layer の変更セットを作成します。

aws serverlessrepo create-cloud-formation-change-set --application-id 
 arn:aws:serverlessrepo:ap-southeast-1:711761543063:applications/rdklib --stack-
name RDKlib-Layer

次の出力が返されます。

{ 
    "ApplicationId": "arn:aws:serverlessrepo:ap-
southeast-1:711761543063:applications/rdklib", 
    "ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
a3d536322-585e-4ffd-9e2f-552c8b887d6f/ffe7ff5c-ab38-4ab9-b746-9c1617ca95c1", 
    "SemanticVersion": "0.1.0", 
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/serverlessrepo-
RDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53"
}

2. change-set を実行します。完全な change-set ARN (前のステップで生成された出力からの 
ChangeSetId) をコピーして貼り付けることで、次のコマンドをカスタマイズできます。

aws cloudformation execute-change-set --change-set-name NAME_OF_THE_CHANGE_SET

3. デプロイされたスタックの一部である関連リソースをすべて返します。

aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name serverlessrepo-RDKlib-
Layer

次の出力が返されます。

{ 
    "StackResources": [ 
        { 
            "StackName": "serverlessrepo-RDKlib-Layer", 
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
serverlessrepo-RDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53", 
            "LogicalResourceId": "RdklibLayercf22317faf", 
            "PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1", 
            "ResourceType": "AWS::Lambda::LayerVersion", 
            "Timestamp": "2020-06-03T11:26:30.501Z", 
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE", 
            "DriftInformation": { 
                "StackResourceDriftStatus": "NOT_CHECKED" 
            } 
        } 
    ]
}

4. 前のステップで生成された出力から Lambda レイヤーの ARN をコピーします。Lambda レイ
ヤーの ARN は PhysicalResourceId です。

"PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1"
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4. 次のステップは、Lambda 関数が引き受けるロールを指定することです。デフォルトでは、Lambda 
関数は AWSServiceRoleForConfig ロールを引き受けようとしますが、これは許可されていませ
ん。AWS_ConfigRole 管理ポリシーでロールを作成する必要があります。ロールは AWS Config と
の信頼関係が必要です。また、/rdk/ パスの下にあるすべてのロールがそのロールを引き受ける必要が
あります。以下に示しているのは、信頼ポリシーの例です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-ID:root" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::account-ID:role/rdk/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

この信頼ポリシーを使用して、次のコマンドを実行します。

aws iam create-role --role-name your-role-name --assume-role-policy-document file://
trust-policy.json

次に、次のコマンドを実行して ExecutionRoleName の入力パラメータを更新し、ロール名を指定
します。

rdk modify YOUR_RULE_NAME --input-parameters '{"ExecutionRoleName":"your-role-name"}'

rdk modify を使用して、変更によってトリガーされるルールの詳細を以下のフラグで更新すること
もできます。

rdk modify RULE_NAME 
    --input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule 
 to do its evaluation 
    --optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a 
 rule to do its evaluation 
    --resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets

5. 最後のステップは、ルールのデプロイです。ルールをデプロイするには、ステップ 3 の Lambda レイ
ヤーの ARN を指定して次のコマンドを実行します。

rdk deploy YOUR_RULE_NAME --rdklib-layer-arn YOUR_RDKLIB_LAYER_ARN

6. これでルールがデプロイされます。AWS Config コンソールを使用して、ルールが正常に動作してい
ることを確認します。
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定期的なルール

1. 指定したリソースタイプの定期的にトリガーされるルールを作成するには、次のコマンドを実行しま
す。

rdk create YOUR_RULE_NAME --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::Resource::Type
 --maximum-frequency EXECUTION_FREQUENCY

次の例では、AWS::IAM::User リソースタイプに対して 24 時間ごとにトリガーされるルールを作成
します。

rdk create MFA_ENABLED_RULE --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::IAM::User --
maximum-frequency TwentyFour_Hours

以下は、定期的なルールの rdk create コマンドで使用できるフラグです。

rdk create RULE_NAME 
    --runtime pythonX.X-lib // Python runtime version 
    --input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule 
 to do its evaluation 
    --optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a 
 rule to do its evaluation 
    --resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets 
    --maximum-frequency EXECUTION_FREQUENCY // How often the rule should be run on a 
 periodic trigger. 
 One of ['One_Hour','Three_Hours','Six_Hours','Twelve_Hours','TwentyFour_Hours']

Note

RDKLib を使用するには、ルールのランタイムを python3.6-lib に設定する必要がありま
す。

rdk create を実行した後、ルール名の付いた新しいディレクトリが表示されます。ディレクトリに
は以下の 3 つのファイルが含まれます。

• RULE_NAME.py - ルールロジックが格納されている Python ファイル
• RULE_NAME_test.py - ルールのユニットテストが格納されている Python ファイル
• parameters.json-RDK のデプロイ設定用の JSON ファイル

2. 次のステップは、ルールロジックを記述することです。RULE_NAME.py ファイルを編集するだけで済
みます。RULE_NAME.py ファイルを開くと、ルールロジックを追加できるテンプレートが表示されま
す。MFA_ENABLED_RULE 用に生成されたテンプレートを次に示します。

from rdklib import Evaluator, Evaluation, ConfigRule, ComplianceType 
                             
APPLICABLE_RESOURCES = ['AWS::IAM::User'] 
                             
class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule): 

    def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item, 
 valid_rule_parameters): 
        ############################### 
        # Add your custom logic here. # 
        ###############################                        
                             
        return [Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)] 
                             
    #def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters): 
    #    pass 
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    def evaluate_parameters(self, rule_parameters): 
        valid_rule_parameters = rule_parameters 
        return valid_rule_parameters 
                                                         
################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context): 
    my_rule = MFA_ENABLED_RULE() 
    evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES) 
    return evaluator.handle(event, context)

テンプレートは、デフォルトで変更によってトリガーされるルールに設定されます。代わりに、
ロジックを evaluate_periodic メソッドに追加します。次の例は、ルールロジックを使用した 
MFA_ENABLED_RULE テンプレートの編集バージョンです。このルールは、IAM ユーザーが多要素
認証 (MFA) を有効にしているかどうかを確認します。IAM ユーザーが MFA を有効にしていない場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。ルールロジックとテンプレートで提供されるメソッドの詳細
については、「ルールのロジック (p. 312)」を参照してください。

from rdklib import ComplianceType, ConfigRule, Evaluation, Evaluator

APPLICABLE_RESOURCES = ["AWS::IAM::User"]

class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule):l 
         
    def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters): 
        evaluations = [] 
         
        iam_client = client_factory.build_client("iam") 
         
        paginator = iam_client.get_paginator("list_users") 
        response_iterator = paginator.paginate() 
         
        for response in response_iterator: 
            for user in response["Users"]: 
                username = user["UserName"] 
                response = iam_client.list_mfa_devices(UserName=username) 
                 
                # Scenario:1 IAM user has MFA enabled. 
                if response["MFADevices"]: 
                    evaluations.append(Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT, username, 
 "AWS::IAM::User")) 
                     
                # Scenario:2 IAM user has MFA not enabled. 
                if not response["MFADevices"]: 
                    annotation = "MFA needs to be enabled for user." 
                    evaluations.append( 
                        Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, username, 
 "AWS::IAM::User", annotation=annotation) 
                    )                   
        return evaluations 
     
    def evaluate_parameters(self, rule_parameters): 
        valid_rule_parameters = rule_parameters 
        return valid_rule_parameters

################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context): 
    my_rule = MFA_ENABLED_RULE() 
    evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES) 
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    return evaluator.handle(event, context)

3. 次のステップは、AWS コンソールまたは AWS CLI を使用して AWS に RDKLib レイヤーをインス
トールすることです。RdkLib は、AWS Lambda Layer として機能するように設計されています。これ
により、ライブラリをデプロイパッケージに含める必要なく、ライブラリを使用できます。

• AWS コンソールを使用して RdkLib レイヤーをインストールするには、以下のステップを実行しま
す。
1. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
2. [Create Function] (関数を作成) を選択します。
3. [Create function] (関数を作成) ページで、[Browse serverless app repository] (サーバーレスアプ

リリポジトリの参照) を選択し、検索フィールドに「rdklib」と入力します。
4. 関数の詳細を確認し、デプロイします。変更を加える必要はありません。
5. 左のナビゲーションペインで、[Layers] (レイヤー) ページを選択します。次に、先ほど作成した 

Lambda レイヤーを選択し、Lambda レイヤーの Amazon リソースネーム (ARN) をコピーしま
す。ルールをデプロイするときに Lambda レイヤーの ARN が必要になります。

• AWS CLI を使用して RdkLib レイヤーをインストールするには、以下のコマンドを実行します。
1. RDKlib-Layer の変更セットを作成します。

aws serverlessrepo create-cloud-formation-change-set --application-id 
 arn:aws:serverlessrepo:ap-southeast-1:711761543063:applications/rdklib --stack-
name RDKlib-Layer

次の出力が返されます。

{ 
    "ApplicationId": "arn:aws:serverlessrepo:ap-
southeast-1:711761543063:applications/rdklib", 
    "ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
a3d536322-585e-4ffd-9e2f-552c8b887d6f/ffe7ff5c-ab38-4ab9-b746-9c1617ca95c1", 
    "SemanticVersion": "0.1.0", 
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/serverlessrepo-
RDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53"
}

2. change-set を実行します。完全な change-set ARN (前のステップで生成された出力からの 
ChangeSetId) をコピーして貼り付けることで、次のコマンドをカスタマイズできます。

aws cloudformation execute-change-set --change-set-name NAME_OF_THE_CHANGE_SET

3. デプロイされたスタックの一部である関連リソースをすべて返します。

aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name serverlessrepo-RDKlib-
Layer

次の出力が返されます。

{ 
    "StackResources": [ 
        { 
            "StackName": "serverlessrepo-RDKlib-Layer", 
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
serverlessrepo-RDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53", 
            "LogicalResourceId": "RdklibLayercf22317faf", 
            "PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1", 
            "ResourceType": "AWS::Lambda::LayerVersion", 
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            "Timestamp": "2020-06-03T11:26:30.501Z", 
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE", 
            "DriftInformation": { 
                "StackResourceDriftStatus": "NOT_CHECKED" 
            } 
        } 
    ]
}

4. 前のステップで生成された出力から Lambda レイヤーの ARN をコピーします。Lambda レイ
ヤーの ARN は PhysicalResourceId です。

"PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1"

4. 次のステップは、Lambda 関数が引き受けるロールを指定することです。デフォルトでは、Lambda 
関数は AWSServiceRoleForConfig ロールを引き受けようとしますが、これは許可されていませ
ん。AWS_ConfigRole 管理ポリシーでロールを作成する必要があります。ロールは AWS Config と
の信頼関係が必要です。また、/rdk/ パスの下にあるすべてのロールがそのロールを引き受ける必要が
あります。以下に示しているのは、信頼ポリシーの例です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-ID:root" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::account-ID:role/rdk/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

この信頼ポリシーを使用して、次のコマンドを実行します。

aws iam create-role --role-name your-role-name --assume-role-policy-document file://
trust-policy.json

次に、次のコマンドを実行して ExecutionRoleName の入力パラメータを更新し、ロール名を指定
します。

rdk modify YOUR_RULE_NAME --input-parameters '{"ExecutionRoleName":"your-role-name"}'

rdk modify を使用して、定期的なルールの詳細を以下のフラグで更新することもできます。

rdk modify RULE_NAME 
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    --input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule 
 to do its evaluation 
    --optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a 
 rule to do its evaluation 
    --resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets 
    --maximum-frequency EXECUTION_FREQUENCY // How often the rule should be run on a 
 periodic trigger. 
 One of ['One_Hour','Three_Hours','Six_Hours','Twelve_Hours','TwentyFour_Hours']

5. 最後のステップは、ルールのデプロイです。ルールをデプロイするには、ステップ 3 の Lambda レイ
ヤーの ARN を指定して次のコマンドを実行します。

rdk deploy YOUR_RULE_NAME --rdklib-layer-arn YOUR_RDKLIB_LAYER_ARN

6. これでルールがデプロイされます。AWS Config コンソールを使用して、ルールが正常に動作してい
ることを確認します。

ルールのロジック
次の Python コードサンプルは、RDK と RKdLib を使用してルールを記述するためのテンプレートです。
変更を加えるのは、evaluate_parameters、evaluate_change、および evaluate_periodic メ
ソッドの内側だけです。または必要に応じてロジックを支援するまったく新しい関数を記述します。RDK 
および RDKLib でルールを記述するための前提条件については、「前提条件 (p. 303)」を参照してくださ
い。

from rdklib import Evaluator, Evaluation, ConfigRule, ComplianceType

APPLICABLE_RESOURCES = ["AWS::Resource::Type"]

# When you create a rule, the class name will be the name you give the rule when you create 
 it instead of ConfigRule
class ConfigRule (ConfigRule): 

    def evaluate_parameters(self, rule_parameters): 
        return rule_parameters 

    def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item, 
 valid_rule_parameters): 
        ############################### 
        # Add your custom logic here. # 
        ############################### 

    def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters): 
        ############################### 
        # Add your custom logic here. # 
        ############################### 
     
################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################     
def lambda_handler(event, context): 
    my_rule = ConfigRule() 
    evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES) 
    return evaluator.handle(event, context) 
             

APPLICABLE_RESOURCES

APPLICABLE_RESOURCES は、ルールが対象とするリソースタイプです。使用する場合は、ルール
が対象とするリソースタイプに設定されたグローバル変数にする必要があります。サポートされるリ
ソースタイプのリストについては、サポートされているリソースタイプを参照してください。
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evaluate_parameters

説明

このメソッドは、ルールの入力パラメータが有効かどうかを確認するために使用されます。ベストプ
ラクティスは以下のとおりです。
• 正しい数のパラメータがリストされているかどうかを確認します。
• パラメータ名が正しいかどうかを確認します。
• パラメータ値が正しいタイプであるかどうかを確認します。
• パラメータが整数の場合、パラメータが妥当な範囲の間にあるかどうかを確認します。
• パラメータに使用できるオプションの数が限られている場合は、そのパラメータがそれらのオプ

ションの 1 つであるかどうかを確認します。
• パラメータが文字列の場合は、妥当な長さであるかどうかを確認し、値の前後のスペースを削除し

ます。
• 大文字と小文字の区別が適切に処理されているかどうかを確認します。
• 可能な場合は、パラメータの入力を制限します。たとえば、ARN のカンマ区切りリストを受け取る

場合、使用できる文字はカンマと ARN でサポートされている文字だけであることを確認してくだ
さい。

[Parameters] (パラメータ)

rule_parameters は、ルールの入力パラメータのディクショナリです。

戻り値の構文

いずれかのパラメータが有効でない場合は、InvalidParametersError エラーを発生させることが
できます。

from rdklib import InvalidParametersError
raise InvalidParametersError("Error message to display")

パラメータがすべて有効な場合、メソッドはディクショナリを返す必要があります。

return valid_rule_parameters

evaluate_change

説明

このメソッドは、変更によってトリガーされるルールを評価するロジックに使用されます。

[Parameters] (パラメータ)

event は AWS Config が提供する AWS Lambda イベントです。これは、Lambda 関数が動作するた
めのデータを格納する JSON 形式のドキュメントです。例については、「AWS Config ルールのイベ
ントの例」を参照してください。

client_factory はルールに使用する ClientFactory オブジェクトです。ClientFactory クラス
は、AWS のサービスに対する低レベルのインターフェイスを提供する boto3 クライアントを作成ま
たは再利用します。boto3 クライアントのメソッドは、AWS サービス API にマッピングされます。
つまり、サービスの操作は、同じ名前のクライアントメソッドにマッピングされ、同じ操作パラメー
タにアクセスできるようになります。利用可能なのサービスのリストについては、Boto3 Docs の
「Available services」を参照してください。

client_factory のリクエストの構文は次のとおりです。

response = client_factory.build_client( 
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    service='string')

例:

iam_client = client_factory.build_client("iam")

Note

AWS のサービスの boto3 名が必要です。

configuration_item は、オーバーサイズであっても、完全な構成項目のディクショナリで
す。設定項目は、サポートされている AWS リソースのさまざまな属性を特定の時点で反映した
ビューです。ConfigurationItem の内容の詳細については、AWS Config API リファレンスの
「ConfigurationItem」を参照してください。

valid_rule_parameters は evaluate_parameters() メソッドの出力です。

戻り値の構文

このメソッドは、次のうち 1 つ以上を返します。

[Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)]

すべての非準拠の評価には、注釈を使用する必要があります。例:

[return [Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, annotation="Explanation for why the 
 rule is NON_COMPLIANT")]]

evaluate_periodic

説明

このメソッドは、定期的なルールを評価するために使用されます。

[Parameters] (パラメータ)

event は AWS Config が提供する AWS Lambda イベントです。これは、Lambda 関数が動作するた
めのデータを格納する JSON 形式のドキュメントです。例については、「AWS Config ルールのイベ
ントの例」を参照してください。

client_factory はルールに使用する ClientFactory オブジェクトです。ClientFactory クラス
は、AWS のサービスに対する低レベルのインターフェイスを提供する boto3 クライアントを作成ま
たは再利用します。boto3 クライアントのメソッドは、AWS サービス API にマッピングされます。
つまり、サービスの操作は、同じ名前のクライアントメソッドにマッピングされ、同じ操作パラメー
タにアクセスできるようになります。利用可能なのサービスのリストについては、Boto3 Docs の
「Available services」を参照してください。

client_factory のリクエストの構文は次のとおりです。

response = client_factory.build_client( 
    service='string')

例:
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iam_client = client_factory.build_client("iam")

Note

AWS のサービスの boto3 名が必要です。

valid_rule_parameters は evaluate_parameters() メソッドの出力です。

戻り値の構文

このメソッドは、次のうち 1 つ以上を返します。

[Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)]

すべての非準拠の評価には、注釈を使用する必要があります。例:

[return [Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, annotation="Explanation for why the 
 rule is NON_COMPLIANT")]]

lambda_handler

説明

このメソッドを変更する必要はありません。Lambda ハンドラーは、イベントを処理するために使用
されます。関数は、AWS Lambda から event オブジェクトが handler メソッドに渡されると、実
行されます。詳細については、「Python の Lambda 関数ハンドラー」を参照してください。

[Parameters] (パラメータ)

event は AWS Config が提供する AWS Lambda イベントです。これは、Lambda 関数が動作するた
めのデータを格納する JSON 形式のドキュメントです。例については、「AWS Config ルールのイベ
ントの例」を参照してください。

context は、ランタイムに Lambda によって関数に渡されるオブジェクトです。このオブジェク
トは、関数が実行時に使用できる情報とメソッドを提供するメソッドおよびプロパティを提供しま
す。Lambda の新しいバージョンでは、コンテキストは使用されなくなりました。

AWS Config ルールの評価モードとトリガータイプ
アカウントにルールを追加すると、リソースの作成および管理プロセスで、AWS Config にリソースを評
価させるタイミングを指定できます。リソースの作成と管理のプロセスは、リソースプロビジョニングと
呼ばれます。評価モードを選択して、このプロセスのどの時点で、AWS Config によってリソースを評価
するかを指定します。

ルールに応じて、AWS Config は、リソースのデプロイ前、デプロイ後、またはその両方でリソース設定
を評価できます。デプロイ前にリソースを評価するのは、プロアクティブ評価です。デプロイ後にリソー
スを評価するのは、検出評価です。

トリガータイプを選択して、AWS Config ルールでリソースを評価する頻度を指定することもできます。
リソースは、設定変更時、定期的、あるいはその両方で評価できます。
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トリガータイプ
アカウントにルールを追加すると、AWS Config はリソースをルールの条件と比較します。この初期評価
後は、評価がトリガーされるたびに AWS Config で評価が実行されます。評価のトリガーは、ルールの一
部として定義されます。以下のタイプを含めることができます。

設定変更

AWS Config は、ルールのスコープと一致するリソースがあり、そのリソースの設定に変更があった
ときに、ルールに対して評価を実行します。AWS Config設定項目の変更通知を送信後に、評価が実行
されます。

どのリソースで評価を開始するかは、ルールのスコープで定義します。スコープには以下を含めるこ
とができます。
• 1 つ以上のリソースタイプ
• リソースタイプとリソース ID の組み合わせ
• タグキーとタグ値の組み合わせ
• 記録対象リソースの作成、更新、または削除時

AWS Config は、ルールのスコープに該当するリソースで変更を検出すると、評価を実行します。ス
コープを使用して評価を開始するリソースを定義できます。

定期的

AWS Config では、指定した間隔 (24 時間ごとなど) で、ルールの評価を実行します。
ハイブリッド

一部のルールでは、設定変更と定期的なトリガーの両方があります。これらのルールでは、AWS 
Config によって、設定変更の検出時と、ユーザー指定の間隔でリソースを評価できます。

評価モード
評価モードには 2 種類あります。

プロアクティブモード
プロアクティブ評価は、デプロイ前にリソースを評価するために使用します。これにより、AWS リソース
を定義するために使用した一連のリソースプロパティが、リージョンのアカウントにあるプロアクティブ
なルールセットに照らして、COMPLIANT または NON_COMPLIANT であるかを評価できます。

リソースタイプスキーマは、リソースのプロパティを記述します。リソースタイプスキーマは、AWS 
CloudFormation レジストリ内の「AWS public extensions」または次の CLI コマンドで確認できます。

aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE

詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation レジストリを使用した
拡張機能の管理」と「AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス」を参照してください。

Note

プロアクティブルールは、NON_COMPLIANT のフラグが付けられたリソースを修正したり、こ
れらのリソースのデプロイを妨げたりしません。

プロアクティブ評価によるマネージドルールのリスト

プロアクティブ評価をサポートするマネージドルールのリストについては、「評価モード別の AWS 
Config マネージドルールのリスト」を参照してください。
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事前評価用にサポートされているリソースタイプのリスト

以下は、プロアクティブな評価がサポートされるリソースタイプのリストです。

• AWS::ApiGateway::Stage
• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
• AWS::EC2::EIP
• AWS::EC2::Instance
• AWS::EC2::Subnet
• AWS::Elasticsearch::Domain
• AWS::Lambda::Function
• AWS::RDS::DBInstance
• AWS::Redshift::Cluster
• AWS::S3::Bucket
• AWS::SNS::Topic

プロアクティブ評価によるルールの例

プロアクティブルールの例

1. AWS Config マネージドルールの S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED をアカウントに追加し、S3 バ
ケットのログ記録が有効になっているかどうかを確認します。

2. 評価モードについては、AWS 管理コンソールで [Turn on proactive evaluation] (プロアクティブ評価を
有効にする) を選択するか、PutConfigRule API で EvaluationModes の PROACTIVE を有効化しま
す。

プロアクティブ評価をオンにしたら、StartResourceEvaluation API と GetResourceEvaluationSummary
API を使用して、アカウント内の本番環境にデプロイされていないバケットでログ記録が有効になってい
ないかどうかを確認できます。これにより、デプロイ前にリソースの設定をテストし、リソースを本番環
境にデプロイするかどうかを再評価できます。

例えば、StartResourceEvaluation API を開始します。

aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE 
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID", 
                                     "ResourceType":"AWS::S3::Bucket", 
                                     "ResourceConfiguration": "{\"BucketName\": \"my-
bucket\", \"LoggingConfiguration\": {\"DestinationBucketName\": \"my-log-bucket\",
\"LogFilePrefix\":\"my-log\"}}", 
                                     
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}' 
                     

出力に ResourceEvaluationId が表示されます。

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}

次に、ResourceEvaluationId を GetResourceEvaluationSummary API で使用して評価結果を確認しま
す。

aws configservice get-resource-evaluation-summary 
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    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID

次のような出力が表示されます。

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID", 
    "EvaluationMode": "PROACTIVE", 
    "EvaluationStatus": { 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }, 
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00", 
    "Compliance": "COMPLIANT", 
    "ResourceDetails": { 
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID", 
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE", 
        "ResourceConfiguration": "{\"BucketName\": \"my-bucket\", \"LoggingConfiguration\": 
 {\"DestinationBucketName\": \"my-log-bucket\",\"LogFilePrefix\":\"my-log\"}}", 

    }
}

どのルールがリソースに NON_COMPLIANT のフラグを付けたかなど、評価結果に関する詳細を確認する
には、GetComplianceDetailsByResource API を使用します。

検出モード

検出評価は、デプロイ済みのリソースを評価するために使用します。これにより、既存のリソース構成の
設定を評価できます。

検出評価によるルールの例

変更によってトリガーされるルールの例

1. マネージドルールの S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED をアカウントに追加し、S3 バケットのログ記
録が有効になっているかどうかを確認します。

2. ルールのトリガータイプは「設定変更」です。AWS Config では、S3 バケットが作成、変更、または
削除されると、ルールの評価を実行します。

3. バケットが更新されると、この設定変更によってルールが開始され、バケットがルールに準拠してい
るかどうかが AWS Config で評価されます。

定期的なルールの例

1. マネージドルールの IAM_PASSWORD_POLICY をアカウントに追加します。このルールでは、IAM 
ユーザーのパスワードポリシーがアカウントポリシーに準拠しているかどうか (最小長や特定の文字
の要件を満たしているかどうかなど) を確認します。

2. ルールのトリガータイプは「定期的」です。AWS Config では、ユーザーが指定した間隔 (24 時間ご
となど) でルールの評価を実行します。

3. ルールが 24 時間ごとに開始されると、AWS Config は IAM ユーザーのパスワードがルールに準拠し
ているかどうかを評価します。

設定変更トリガーと定期的なトリガーの両方によるハイブリッドルールの例

1. アカウントで AWS CloudTrail 証跡が有効になっているかどうか、すべてのリージョンでログが記録
されるかどうかを評価するカスタムルールを作成します。

2. 証跡が作成、更新、または削除されるたびに AWS Config でルールの評価を実行します。また、12 時
間ごとに AWS Config でルールを実行します。
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3. トリガータイプには、設定変更と定期的なトリガーの両方のロジックを記述します。詳細について
は、「AWS Config ルールのコンポーネント: ルールの記述」を参照してください。

設定レコーダーがオフになっているときのルールの評
価
設定レコーダーをオフにすると、AWS Config ではリソースの設定変更の記録を停止します。これは以下
のようにルールの評価ルールに影響します。

• 定期的なトリガールールにより、指定された間隔で継続して評価が実行されます。
• 変更によってトリガーされたルールでは評価を実行しません。
• ハイブリッドルールでは、指定された間隔でのみ評価を実行します。設定変更のルールでは評価が実行

されません。
• 設定変更トリガーのルールのオンデマンド評価を実行すると、リソースの最後の知られている状態 (前

回記録された設定項目) が評価されます。

AWS Config マネージドルール
AWS Config は、AWS マネージドルールを提供します。マネージドルールは、定義済みのカスタマイズ可
能なルールであり、AWS リソースが一般的なベストプラクティスに準拠しているかどうかを評価するた
めに AWS Config で使用します。例えば、マネージドルールを使用すると、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームが暗号化されているかどうか、または特定のタグがリソースに適用されている
かどうかの評価をすぐに開始できます。マネージドルールを設定して有効化するのに、コードを記述して 
AWS Lambda 関数を作成する必要はありません (カスタムルールを作成する場合は必要です)。マネージ
ドルールは、AWS Config コンソールの手順に従って設定および有効化できます。AWS Command Line 
Interface または AWS Config API を使用して、マネージドルールの設定を定義する JSON コードを渡すこ
ともできます。

マネージドルールの動作は、ニーズに合わせてカスタマイズできます。例えば、ルールの評価をトリガー
するリソースを EC2 インスタンスやボリュームなどに制限するようにルールのスコープを定義できます。
ルールのパラメータをカスタマイズして、ルールに準拠するためにリソースに必要とされる属性を定義で
きます。例えば、パラメータをカスタマイズして、特定のポート番号に着信するトラフィックをセキュリ
ティグループでブロックするように指定できます。

トリガータイプ
アカウントにルールを追加すると、AWS Config はリソースをルールの条件と比較します。この初期評価
後は、評価がトリガーされるたびに AWS Config で評価が実行されます。評価のトリガーは、ルールの一
部として定義されます。以下のタイプを含めることができます。

設定変更

AWS Config は、ルールのスコープと一致するリソースがあり、そのリソースの設定に変更があった
ときに、ルールに対して評価を実行します。AWS Config設定項目の変更通知を送信後に、評価が実行
されます。

どのリソースで評価を開始するかは、ルールのスコープで定義します。スコープには以下を含めるこ
とができます。
• 1 つ以上のリソースタイプ
• リソースタイプとリソース ID の組み合わせ
• タグキーとタグ値の組み合わせ
• 記録対象リソースの作成、更新、または削除時
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AWS Config は、ルールのスコープに該当するリソースで変更を検出すると、評価を実行します。ス
コープを使用して評価を開始するリソースを定義できます。

定期的

AWS Config では、指定した間隔 (24 時間ごとなど) で、ルールの評価を実行します。
ハイブリッド

一部のルールでは、設定変更と定期的なトリガーの両方があります。これらのルールでは、AWS 
Config によって、設定変更の検出時と、ユーザー指定の間隔でリソースの設定を評価できます。

評価モード
AWS Config ルールには、2 種類の評価モードがあります。

プロアクティブ

プロアクティブ評価は、デプロイ前のリソースを評価するために使用します。これにより、AWS リ
ソースを定義するために使用した一連のリソースプロパティが、リージョンのアカウントにあるプロ
アクティブなルールセットに照らして、COMPLIANT または NON_COMPLIANT であるかを評価でき
ます。

詳細については、「評価モード」を参照してください。プロアクティブ評価をサポートするマネージ
ドルールのリストについては、「評価モード別の AWS Config マネージドルールのリスト」を参照し
てください。

Note

プロアクティブルールは、NON_COMPLIANT のフラグが付けられたリソースを修正した
り、これらのリソースのデプロイを妨げたりしません。

検出

検出評価は、デプロイ済みのリソースを評価するために使用します。これにより、既存のリソース構
成の設定を評価できます。

トピック
• AWS Config マネージドルールのリスト (p. 320)
• 評価モード別の AWS Config マネージドルールのリスト (p. 498)
• トリガータイプ別の AWS Config マネージドルールのリスト (p. 506)
• リージョンアベイラビリティー別の AWS Config マネージドルールのリスト (p. 514)
• サービスにリンクされた AWS Config ルール (p. 668)
• AWS CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)

AWS Config マネージドルールのリスト
現在 AWS Config では、以下のマネージドルールをサポートしています。

Note

AWS コンソールを使用している場合に限り、マネージドルールには指定されたデフォルト値が
自動で設定されます。デフォルト値が API、CLI、または SDK に自動設定されることはありませ
ん。

トピック
• access-keys-rotated (p. 327)
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• account-part-of-organizations (p. 328)
• acm-certificate-expiration-check (p. 328)
• acm-certificate-rsa-check (p. 329)
• alb-desync-mode-check (p. 329)
• alb-http-drop-invalid-header-enabled (p. 330)
• alb-http-to-https-redirection-check (p. 330)
• alb-waf-enabled (p. 331)
• api-gwv2-access-logs-enabled (p. 331)
• api-gwv2-authorization-type-configured (p. 332)
• api-gw-associated-with-waf (p. 332)
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted (p. 333)
• api-gw-endpoint-type-check (p. 333)
• api-gw-execution-logging-enabled (p. 334)
• api-gw-ssl-enabled (p. 334)
• api-gw-xray-enabled (p. 335)
• approved-amis-by-id (p. 335)
• approved-amis-by-tag (p. 336)
• appsync-associated-with-waf (p. 336)
• appsync-cache-encryption-at-rest (p. 337)
• appsync-logging-enabled (p. 337)
• aurora-last-backup-recovery-point-created (p. 338)
• aurora-mysql-backtracking-enabled (p. 338)
• バックアップ計画によって保護された Aurora リソース (p. 339)
• autoscaling-capacity-rebalancing (p. 340)
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required (p. 340)
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2 (p. 341)
• autoscaling-launch-config-hop-limit (p. 341)
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled (p. 342)
• autoscaling-launch-template (p. 342)
• autoscaling-multiple-az (p. 342)
• autoscaling-multiple-instance-types (p. 343)
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック (p. 343)
• バックアップ/リカバリポイント暗号化 (p. 344)
• バックアップ/リカバリポイントの手動削除/無効化 (p. 344)
• バックアップ/リカバリポイントの最小保存期間チェック (p. 345)
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled (p. 345)
• clb-desync-mode-check (p. 346)
• clb-multiple-az (p. 346)
• cloudformation-stack-drift-detection-check (p. 347)
• cloudformation-stack-notification-check (p. 347)
• cloudfront-accesslogs-enabled (p. 348)
• cloudfront-associated-with-waf (p. 349)
• cloudfront-custom-ssl-certificate (p. 349)
• cloudfront-default-root-object-configured (p. 349)
• cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols (p. 350)
• cloudfront-origin-access-identity-enabled (p. 350)
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• cloudfront-origin-failover-enabled (p. 351)
• cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket (p. 351)
• cloudfront-security-policy-check (p. 352)
• cloudfront-sni-enabled (p. 352)
• cloudfront-traffic-to-origin-encrypted (p. 352)
• cloudfront-viewer-policy-https (p. 353)
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled (p. 353)
• cloudtrail-security-trail-enabled (p. 354)
• cloudwatch-alarm-action-check (p. 354)
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check (p. 355)
• cloudwatch-alarm-resource-check (p. 356)
• cloudwatch-alarm-settings-check (p. 356)
• cloudwatch-log-group-encrypted (p. 357)
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled (p. 357)
• cloudtrail-enabled (p. 358)
• cloud-trail-encryption-enabled (p. 358)
• cloud-trail-log-file-validation-enabled (p. 359)
• cmk-backing-key-rotation-enabled (p. 359)
• codebuild-project-artifact-encryption (p. 359)
• codebuild-project-environment-privileged-check (p. 360)
• codebuild-project-envvar-awscred-check (p. 360)
• codebuild-project-logging-enabled (p. 361)
• codebuild-project-s3-logs-encrypted (p. 361)
• codebuild-project-source-repo-url-check (p. 362)
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled (p. 362)
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured (p. 363)
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled (p. 363)
• codepipeline-deployment-count-check (p. 364)
• codepipeline-region-fanout-check (p. 364)
• cw-loggroup-retention-period-check (p. 365)
• dax-encryption-enabled (p. 366)
• db-instance-backup-enabled (p. 366)
• desired-instance-tenancy (p. 367)
• desired-instance-type (p. 367)
• dms-replication-not-public (p. 368)
• dynamodb-autoscaling-enabled (p. 368)
• dynamodb-in-backup-plan (p. 369)
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created (p. 369)
• dynamodb-pitr-enabled (p. 370)
• DynamoDB-バックアップ計画によって保護されるリソース (p. 370)
• dynamodb-table-encrypted-kms (p. 371)
• dynamodb-table-encryption-enabled (p. 372)
• dynamodb-throughput-limit-check (p. 372)
• ebs-in-backup-plan (p. 373)
• ebs-last-backup-recovery-point-created (p. 373)
• ebs-optimized-instance (p. 374)
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• バックアップ計画によって保護された EBS リソース (p. 374)
• ebs-snapshot-public-restorable-check (p. 375)
• ec2-ebs-encryption-by-default (p. 375)
• ec2-imdsv2-check (p. 376)
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled (p. 376)
• ec2-instance-managed-by-systems-manager (p. 377)
• ec2-instance-multiple-eni-check (p. 377)
• ec2-instance-no-public-ip (p. 378)
• ec2-instance-profile-attached (p. 378)
• ec2-last-backup-recovery-point-created (p. 379)
• ec2-launch-template-public-ip-disabled (p. 379)
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted (p. 380)
• ec2-managedinstance-applications-required (p. 381)
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check (p. 381)
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted (p. 382)
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check (p. 382)
• ec2-managedinstance-platform-check (p. 383)
• ec2-no-amazon-key-pair (p. 384)
• ec2-paravirtual-instance-check (p. 384)
• ec2-resources-protected-by-backup-plan (p. 384)
• ec2-security-group-attached-to-eni (p. 385)
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic (p. 386)
• ec2-stopped-instance (p. 386)
• ec2-token-hop-limit-check (p. 387)
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled (p. 387)
• ec2-volume-inuse-check (p. 388)
• ecr-private-image-scanning-enabled (p. 388)
• ecr-private-lifecycle-policy-configured (p. 389)
• ecr-private-tag-immutability-enabled (p. 389)
• ecs-awsvpc-networking-enabled (p. 390)
• ecs-containers-nonprivileged (p. 390)
• ecs-containers-readonly-access (p. 391)
• ecs-container-insights-enabled (p. 391)
• ecs-fargate-latest-platform-version (p. 392)
• ecs-no-environment-secrets (p. 392)
• ecs-task-definition-log-configuration (p. 393)
• ecs-task-definition-memory-hard-limit (p. 393)
• ecs-task-definition-nonroot-user (p. 394)
• ecs-task-definition-pid-mode-check (p. 394)
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check (p. 395)
• efs-access-point-enforce-root-directory (p. 395)
• efs-access-point-enforce-user-identity (p. 396)
• efs-encrypted-check (p. 396)
• efs-in-backup-plan (p. 397)
• efs-last-backup-recovery-point-created (p. 397)
• バックアップ計画によって保護された efs リソース (p. 398)
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• eip-attached (p. 399)
• eks-cluster-logging-enabled (p. 399)
• eks-cluster-oldest-supported-version (p. 400)
• eks-cluster-supported-version (p. 400)
• eks-endpoint-no-public-access (p. 401)
• eks-secrets-encrypted (p. 401)
• elasticache-auto-minor-version-upgrade-check (p. 402)
• elasticache-rbac-auth-enabled (p. 402)
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check (p. 403)
• elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled (p. 403)
• elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest (p. 404)
• elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit (p. 404)
• elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled (p. 405)
• elasticache-subnet-group-check (p. 405)
• elasticsearch-encrypted-at-rest (p. 406)
• elasticsearch-in-vpc-only (p. 406)
• elasticsearch-logs-to-cloudwatch (p. 407)
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check (p. 408)
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch (p. 408)
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled (p. 409)
• elbv2-acm-certificate-required (p. 409)
• elbv2-multiple-az (p. 410)
• elb-acm-certificate-required (p. 410)
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled (p. 411)
• elb-custom-security-policy-ssl-check (p. 411)
• elb-deletion-protection-enabled (p. 412)
• elb-logging-enabled (p. 412)
• elb-predefined-security-policy-ssl-check (p. 413)
• elb-tls-https-listeners-only (p. 413)
• emr-kerberos-enabled (p. 414)
• emr-master-no-public-ip (p. 414)
• encrypted-volumes (p. 415)
• fms-shield-resource-policy-check (p. 415)
• fms-webacl-resource-policy-check (p. 416)
• fms-webacl-rulegroup-association-check (p. 417)
• fsx-last-backup-recovery-point-created (p. 418)
• fsx-resources-protected-by-backup-plan (p. 418)
• guardduty-enabled-centralized (p. 419)
• guardduty-non-archived-findings (p. 420)
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions (p. 420)
• iam-group-has-users-check (p. 421)
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions (p. 421)
• iam-no-inline-policy-check (p. 422)
• iam-password-policy (p. 422)
• iam-policy-blacklisted-check (p. 423)
• iam-policy-in-use (p. 424)
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• iam-policy-no-statements-with-admin-access (p. 424)
• iam-policy-no-statements-with-full-access (p. 425)
• iam-role-managed-policy-check (p. 426)
• iam-root-access-key-check (p. 427)
• iam-user-group-membership-check (p. 427)
• iam-user-mfa-enabled (p. 427)
• iam-user-no-policies-check (p. 428)
• iam-user-unused-credentials-check (p. 428)
• restricted-ssh (p. 429)
• ec2-instances-in-vpc (p. 429)
• internet-gateway-authorized-vpc-only (p. 430)
• kinesis-stream-encrypted (p. 430)
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion (p. 431)
• lambda-concurrency-check (p. 431)
• lambda-dlq-check (p. 432)
• lambda-function-public-access-prohibited (p. 432)
• lambda-function-settings-check (p. 433)
• lambda-inside-vpc (p. 434)
• lambda-vpc-multi-az-check (p. 434)
• mfa-enabled-for-iam-console-access (p. 435)
• MQ-非公開アクセス (p. 435)
• multi-region-cloudtrail-enabled (p. 436)
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp (p. 436)
• netfw-マルチ AZ 対応 (p. 437)
• netfw-policy-default-action-fragment-packets (p. 437)
• netfw-policy-default-action-full-packets (p. 438)
• netfw-policy-rule-group-associated (p. 438)
• netfw-stateless-rule-group-not-empty (p. 439)
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled (p. 439)
• no-unrestricted-route-to-igw (p. 440)
• opensearch-access-control-enabled (p. 440)
• opensearch-audit-logging-enabled (p. 441)
• opensearch-data-node-fault-tolerance (p. 441)
• opensearch-encrypted-at-rest (p. 442)
• opensearch-https-required (p. 442)
• opensearch-in-vpc-only (p. 443)
• opensearch-logs-to-cloudwatch (p. 443)
• opensearch-node-to-node-encryption-check (p. 444)
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled (p. 445)
• rds-cluster-default-admin-check (p. 445)
• rds-cluster-deletion-protection-enabled (p. 446)
• rds-cluster-iam-authentication-enabled (p. 446)
• rds-cluster-multi-az-enabled (p. 447)
• rds-db-security-group-not-allowed (p. 447)
• rds-enhanced-monitoring-enabled (p. 448)
• rds-instance-default-admin-check (p. 449)
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• rds-instance-deletion-protection-enabled (p. 449)
• rds-instance-iam-authentication-enabled (p. 450)
• rds-instance-public-access-check (p. 450)
• rds-in-backup-plan (p. 451)
• rds-last-backup-recovery-point-created (p. 451)
• rds-logging-enabled (p. 452)
• rds-multi-az-support (p. 453)
• rds-resources-protected-by-backup-plan (p. 454)
• rds-snapshots-public-prohibited (p. 454)
• rds-snapshot-encrypted (p. 455)
• rds-storage-encrypted (p. 455)
• redshift-audit-logging-enabled (p. 456)
• redshift-backup-enabled (p. 457)
• redshift-cluster-configuration-check (p. 457)
• redshift-cluster-kms-enabled (p. 458)
• redshift-cluster-maintenancesettings-check (p. 458)
• redshift-cluster-public-access-check (p. 459)
• redshift-default-admin-check (p. 460)
• redshift-default-db-name-check (p. 460)
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled (p. 461)
• redshift-require-tls-ssl (p. 461)
• required-tags (p. 462)
• restricted-common-ports (p. 464)
• root-account-hardware-mfa-enabled (p. 464)
• root-account-mfa-enabled (p. 465)
• s3-account-level-public-access-blocks (p. 465)
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic (p. 466)
• s3-bucket-acl-prohibited (p. 467)
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited (p. 467)
• s3-bucket-default-lock-enabled (p. 468)
• s3-bucket-level-public-access-prohibited (p. 468)
• s3-bucket-logging-enabled (p. 469)
• s3-bucket-policy-grantee-check (p. 470)
• s3-bucket-policy-not-more-permissive (p. 471)
• s3-bucket-public-read-prohibited (p. 471)
• s3-bucket-public-write-prohibited (p. 472)
• s3-bucket-replication-enabled (p. 473)
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled (p. 473)
• s3-bucket-ssl-requests-only (p. 474)
• s3-bucket-versioning-enabled (p. 474)
• s3-default-encryption-kms (p. 475)
• s3-event-notifications-enabled (p. 475)
• s3-last-backup-recovery-point-created (p. 476)
• s3-lifecycle-policy-check (p. 476)
• s3-resources-protected-by-backup-plan (p. 477)
• s3-version-lifecycle-policy-check (p. 478)
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• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured (p. 478)
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc (p. 479)
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured (p. 479)
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check (p. 480)
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access (p. 480)
• secretsmanager-rotation-enabled-check (p. 481)
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check (p. 481)
• secretsmanager-secret-periodic-rotation (p. 482)
• secretsmanager-secret-unused (p. 482)
• secretsmanager-using-cmk (p. 483)
• securityhub-enabled (p. 483)
• security-account-information-provided (p. 483)
• service-vpc-endpoint-enabled (p. 484)
• SES-マルウェアスキャン対応 (p. 484)
• shield-advanced-enabled-autorenew (p. 485)
• shield-drt-access (p. 485)
• sns-encrypted-kms (p. 486)
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled (p. 486)
• ssm-document-not-public (p. 487)
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created (p. 487)
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan (p. 488)
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled (p. 489)
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created (p. 489)
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan (p. 490)
• vpc-default-security-group-closed (p. 491)
• vpc-flow-logs-enabled (p. 491)
• vpc-network-acl-unused-check (p. 492)
• vpc-peering-dns-resolution-check (p. 492)
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports (p. 493)
• vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 493)
• wafv2-logging-enabled (p. 494)
• wafv2-rulegroup-not-empty (p. 494)
• wafv2-webacl-not-empty (p. 495)
• waf-classic-logging-enabled (p. 495)
• waf-global-rulegroup-not-empty (p. 496)
• waf-global-rule-not-empty (p. 496)
• waf-global-webacl-not-empty (p. 496)
• waf-regional-rulegroup-not-empty (p. 497)
• waf-regional-rule-not-empty (p. 497)
• waf-regional-webacl-not-empty (p. 498)

access-keys-rotated
アクティブなアクセスキーが、maxAccessKeyAge で指定された日数内にローテーションされるかどうか
を確認します。アクセスキーが最大日数の maxAccessKeyAge を超えても更新されていない場合、ルール
は NON_COMPLIANT です。
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Note

このルールでは、リソースを評価するには、一般設定で [グローバルリソースを含める] をオンに
する必要があります。
最初の評価から 4 時間以内にこのルールを再評価しても結果には影響しません。

識別子: ACCESS_KEYS_ROTATED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

maxAccessKeyAge, タイプ: int, デフォルト: 90

ローテーションなしの最大日数。デフォルト: 90

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

account-part-of-organizations
AWS アカウントが AWS Organizations の一部であるかどうかを確認します。AWS アカウントが AWS 
Organizations の一部ではない場合、または AWS Organizations のマスターアカウント ID がルールパラ
メータ MasterAccountId と一致しない場合は、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: ACCOUNT_PART_OF_ORGANIZATIONS

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシ
フィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

MasterAccountId (オプション), 型: 文字列

AWS アカウントのマスターアカウント ID。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

acm-certificate-expiration-check
アカウントの AWS Certificate Manager 証明書が、指定の日数以内で有効期限切れとしてマークされ
ているかどうかを確認します。ACM が提供する証明書は自動的に更新されます。ACM は、ユーザー
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がインポートした証明書を自動的に更新しません。証明書の有効期限が近づいている場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK

リソースタイプ: AWS::ACM::Certificate

トリガータイプ: 設定変更および定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジ
アパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除
く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

daysToExpiration (オプション), タイプ: int, デフォルト: 14

ルールで ACM 証明書を非準拠としてフラグ付けするまでの日数を指定します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

acm-certificate-rsa-check
AWS Certificate Manager (ACM) によって管理されている RSA 証明書のキー長が '2048' ビット以上であ
るかどうかを確認します。最小キー長が 2048 ビット未満の場合、ルールは NON_COMPLIANT になりま
す。

識別子: ACM_CERTIFICATE_RSA_CHECK

リソースタイプ: AWS::ACM::Certificate

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

alb-desync-mode-check
Application Load Balancer (ALB) がユーザー定義の desync 軽減モードで設定されているかどうかを確
認します。ALB desync 軽減モードがユーザー定義の desync 軽減モードと一致しない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。
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識別子: ALB_DESYNC_MODE_CHECK

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏)を除くサポートされているすべ
ての AWS リージョン

パラメータ:

desyncMode, タイプ: CSV

カンマ区切りのリスト。「defensive」、「strictest」、「monitor」から最大 2 つの値を選択できま
す。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

alb-http-drop-invalid-header-enabled
AWS Application Load Balancers (ALB) が http ヘッダーをドロップするように設定されていることをルー
ルが評価するかどうかを確認します。routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled の値が false に設定
されている場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (大
阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ) を除くサポートされているすべての AWS リージョ
ン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

alb-http-to-https-redirection-check
HTTP から HTTPS へのリダイレクトが Application Load Balancer のすべての HTTP リスナーで設定され
ているかどうかを確認します。Application Load Balancer の 1 つまたは複数の HTTP リスナーに HTTP 
から HTTPS へのリダイレクトが設定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。また、1 つ
以上の HTTP リスナーが、リダイレクトではなく HTTP リスナーへの転送を行っている場合、ルールは 
NON_COMPLIANT となります。

識別子: ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK
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トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (大
阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ) を除くサポートされているすべての AWS リージョ
ン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

alb-waf-enabled
Application Load Balancer (ALB) でウェブアプリケーションファイアウォール (WAF) が有効になっ
ているかどうかを確認します。key: waf.enabled が false に設定されている場合、このルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: ALB_WAF_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

wafWebAclIds (オプション), タイプ: CSV

ALB の関連付けを確認するウェブ ACL ID (WAF の場合) またはウェブ ACL ARN (WAFV2 の場合) の
カンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

api-gwv2-access-logs-enabled
Amazon API Gateway V2 ステージで、アクセスログが有効かどうかを確認します。ステージ設定に
「accessLogSettings」が存在しない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: API_GWV2_ACCESS_LOGS_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ApiGatewayV2::Stage

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

api-gwv2-authorization-type-configured
Amazon API Gatewayv2 API ルートに認証タイプが設定されているかどうかを確認します。認証タイプが 
NONE の場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: API_GWV2_AUTHORIZATION_TYPE_CONFIGURED

リソースタイプ: AWS::ApiGatewayV2::Route

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

認証タイプ (オプション), 型: 文字列

API ルートの認証タイプを確認するパラメータです。CUSTOM、AWS_IAM、JWT と一致する文字列
のパラメータが有効です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

api-gw-associated-with-waf
Amazon API Gateway API ステージで AWS WAF ウェブ ACL が使用されているかどうかを確認しま
す。AWS WAF ウェブ ACL が使用されていないか、または使用されている AWS ウェブ ACL が、ルール
パラメータにリストされているものと一致しない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: API_GW_ASSOCIATED_WITH_WAF

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国
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西部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS 
リージョン

パラメータ:

WebAclArns (オプション), タイプ: CSV

ウェブ ACL Amazon リソースネーム (ARN) のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

api-gw-cache-enabled-and-encrypted
Amazon API Gateway ステージのすべてのメソッドでキャッシュが有効になっているか、および暗号化さ
れているかどうかを確認します。Amazon API Gateway ステージのいずれかのメソッドでキャッシュが設
定されていない場合、またはキャッシュが暗号化されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペ
イン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

api-gw-endpoint-type-check
Amazon API Gateway の API がルールパラメータ endpointConfigurationType で指定されたタイプ
であることを確認します。REST API がルールパラメータで設定されたエンドポイントタイプと一致しな
い場合、ルールは NON_COMPLIANT を返します。

識別子: API_GW_ENDPOINT_TYPE_CHECK

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::RestApi

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているす
べての AWS リージョン

パラメータ:
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endpointConfigurationTypes, 型: 文字列

許可される endpointConfigurationTypes のカンマ区切りリスト。使用できる値は 
REGIONAL、PRIVATE、EDGE です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

api-gw-execution-logging-enabled
Amazon API Gateway ステージのすべてのメソッドのログ記録が有効になっていることを確認します。ロ
グ記録が有効でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。loggingLevel が ERROR でも INFO で
もない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: API_GW_EXECUTION_LOGGING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage、AWS::ApiGatewayV2::Stage

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (大
阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ) を除くサポートされているすべての AWS リージョ
ン

パラメータ:

loggingLevel (オプション), 型: 文字列, デフォルト: ERROR、INFO

(オプション) 特定のログ記録レベルのカンマ区切りリスト (例: ERROR, INFO、または 
ERROR,INFO)。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

api-gw-ssl-enabled
REST API ステージで Secure Sockets Layer (SSL) 証明書が使用されるかどうかを確認します。REST API 
ステージに関連する SSL 証明書がない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: API_GW_SSL_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メ
ルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除くサポートされているすべての 
AWS リージョン

パラメータ:

CertificateIDs (オプション), タイプ: CSV

REST API ステージで設定されたクライアント証明書 ID のカンマ区切りリスト。
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AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

api-gw-xray-enabled
Amazon API Gateway REST API で AWS X-Ray トレースが有効になっているかどうかを確認しま
す。X-Ray トレースが有効になっている場合、このルールは COMPLIANT です。そうでない場合
は、NON_COMPLIANT です。

識別子: API_GW_XRAY_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東
部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポート
されているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

プロアクティブな評価

このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "TracingEnabled": BOOLEAN, 
   "RestApiId": "my-rest-api-Id",
}  
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

approved-amis-by-id
実行中のインスタンスで指定された AMI が使用されているかどうかを確認します。承認済み AMI ID 
のリストを指定します。実行中のインスタンスで使用されている AMI が、このリストにない場合は 
NON_COMPLIANT です。

識別子: APPROVED_AMIS_BY_ID
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リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

amiIds, タイプ: CSV

AMI ID (カンマ区切りリストで、AMI ID (最大 21 個) または文字の合計 (最大 1,024) のいずれか早い
方)

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

approved-amis-by-tag
実行中のインスタンスで指定された AMI が使用されているかどうかを確認します。AMI を識別するタグを
指定します。実行中のインスタンスで使用されている AMI に、指定したタグの少なくとも 1 つがない場合
は NON_COMPLIANT です。

識別子:APPROVED_AMIS_BY_TAG

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

amisByTagKeyAndValue, 型: StringMap, デフォルト: tag-key:tag-value,other-tag-key

タグで識別される AMI (最大 10 個のカンマ区切りリスト。例えば、tag-key:tag-value: tag-
key1 が tag-key1 を含む AMI と一致し、tag-key2:value2 が value2 を含む tag-key2 と一致す
る)。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

appsync-associated-with-waf
AWS AppSync API が AWS WAFv2 Web アクセスコントロールリスト (ACL) に関連付けられてい
るかどうかを確認します。AWS AppSync API が Web ACL に関連付けられていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: APPSYNC_ASSOCIATED_WITH_WAF

リソースタイプ: AWS::AppSync::GraphQLApi

トリガータイプ: 定期的
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AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (ア
ラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミ
ラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 
(チューリッヒ) を除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

wafWebAclARNs (オプション), タイプ: CSV

認証された Web ACL の Amazon リソースネーム (ARN) のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

appsync-cache-encryption-at-rest
AWS AppSync API キャッシュで保存時の暗号化が有効になっているかどうかを確認しま
す。'AtRestEncryptionEnabled' が false の場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: APPSYNC_CACHE_ENCRYPTION_AT_REST

リソースタイプ: AWS::AppSync::GraphQLApi

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (ア
ラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミ
ラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 
(チューリッヒ) を除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

appsync-logging-enabled
AWS AppSync API のログが有効になっているかどうかを確認します。ログ記録が有効されていない場
合、または 'FieldLogLevel' が ERROR でも ALL でもない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: APPSYNC_LOGGING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::AppSync::GraphQLApi

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (ア
ラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミ
ラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 
(チューリッヒ) を除く、サポートされているすべての AWS リージョン
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パラメータ:

fieldLoggingLevel (オプション), タイプ: CSV

特定のフィールドログレベルのカンマ区切りリスト (例: ERROR、ALL)。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

aurora-last-backup-recovery-point-created
Amazon Aurora DB クラスターのリカバリポイントが作成されたかどうかを確認します。Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) DB クラスターに対応するリカバリポイントが指定した期間内
に作成されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: AURORA_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Aurora DB クラスターのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : "tagValue"})。
resourceld (オプション), 型: 文字列

ルールの Aurora DB クラスターの ID。
recoveryPointAgeValue (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

最大許容期間の数値。時間は 744 以下、日は 31 以下。
recoveryPointAgeUnit (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

最大許容期間のための時間の単位。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

aurora-mysql-backtracking-enabled
Amazon Aurora MySQL クラスターでバックトラッキングが有効になっているかどうかを確認しま
す。Aurora クラスターで MySQL が使用されているが、バックトラッキングが有効になっていない場合、
このルールは NON_COMPLIANT です。
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識別子: AURORA_MYSQL_BACKTRACKING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ムンバイ)、欧州 (パリ)、米国東部 (オハイオ)、欧州 (アイルラン
ド)、欧州 (フランクフルト)、米国東部 (バージニア北部)、アジアパシフィック (ソウル)、欧州 (ロンド
ン)、アジアパシフィック (東京)、米国西部 (オレゴン)、米国西部 (北カリフォルニア)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、カナダ (中部)、中国 (寧夏) の各リージョンで利用可
能です。

パラメータ:

BacktrackWindowInHours (オプション), 型: 倍精度浮動小数点数

Aurora MySQL クラスターをバックトラックする時間 (時単位) (最大 72 時間)

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

バックアップ計画によって保護された Aurora リソース
Amazon Aurora DB クラスターがバックアッププランで保護されているかどうかを確認します。Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) データベースクラスターがバックアッププランによって保護
されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子:AURORA_RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Aurora DB クラスターのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : "tagValue"})。
resourceld (オプション), 型: 文字列

ルールの Aurora DB クラスターの ID。
crossRegionList (オプション), 型: 文字列

クロスリージョンバックアップコピーの保存先リージョンのカンマ区切りリスト
crossAccountList (オプション), 型: 文字列

クロスアカウントバックアップコピーを保持する宛先アカウントのカンマ区切りリスト
maxRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最大保持期間 (日数)
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minRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最小保持期間 (日数)
backupVaultLockCheck (オプション), 型: 文字列

受け入れられる値: 「True」または「False」。ルールで、リソースがロックされたボールトにバック
アップされているかどうかをチェックするには、「True」と入力します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

autoscaling-capacity-rebalancing
複数のインスタンスタイプを使用する Amazon EC2 Auto Scaling グループで容量の再分散が有効かどうか
を確認します。容量の再分散が有効でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: AUTOSCALING_CAPACITY_REBALANCING

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

autoscaling-group-elb-healthcheck-required
Classic Load Balancer に関連付けられた Auto Scaling グループで、Elastic Load Balancing のヘルス
チェックが使用されているかどうかを確認します。Auto Scaling グループが Elastic Load Balancing のヘル
スチェックを使用していない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: AUTOSCALING_GROUP_ELB_HEALTHCHECK_REQUIRED

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (メルボルン) を除くサポートされている
すべての AWS リージョン

パラメータ:
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なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
IMDSv2 だけが有効になっているかどうかを確認します。メタデータのバージョンが起動設定に含まれて
いない場合、またはメタデータ V1 と V2 の両方が有効になっている場合、このルールは非準拠です。

識別子: AUTOSCALING_LAUNCHCONFIG_REQUIRES_IMDSV2

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏)を除くサポートされているすべ
ての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

autoscaling-launch-config-hop-limit
メタデータトークンが移動できるネットワークホップの数を確認します。メタデータのレスポンスのホッ
プ制限が 1 より大きい場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_HOP_LIMIT

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏)を除くサポートされているすべ
ての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
Amazon EC2 Auto Scaling グループのパブリック IP アドレスが、起動設定によって有効になっているかど
うかを確認します。Auto Scaling グループの起動設定で、AssociatePublicIpAddress が「true」に設定され
ている場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メ
ルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除くサポートされているすべての 
AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

autoscaling-launch-template
対象の Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Auto Scaling グループが、EC2 起動テンプレートから作成
されたものかどうかを確認します。EC2 起動テンプレートから作成されていない Scaling グループでは、
ルールが NON_COMPLIANT になっています。

識別子: AUTOSCALING_LAUNCH_TEMPLATE

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏)を除くサポートされているすべ
ての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

autoscaling-multiple-az
Auto Scaling グループが複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっているかどうかを確認しま
す。Auto Scaling グループが複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT になります。
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[Identifier] (識別子): AUTOSCALING_MULTIPLE_AZ

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

minAvailabilityZones (オプション), タイプ: int

期待されるアベイラビリティーゾーンの最小数です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

autoscaling-multiple-instance-types
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling グループが複数のインスタンスタイプを使用
しているかどうかを確認します。Amazon EC2 Auto Scaling グループに 1 つのインスタンスタイプしか定
義されていない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: AUTOSCALING_MULTIPLE_INSTANCE_TYPES

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏)を除くサポートされているすべ
ての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
バックアッププランに、必要な頻度と保存期間を満たすバックアップルールがあるかどうかを確認しま
す。このルールは、少なくとも指定した頻度と同じ頻度でリカバリポイントが作成されない場合、または
指定した期間より前に期限切れになる場合は、非準拠です。

識別子:BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK

リソースタイプ: AWS::Backup::BackupPlan

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

必須周波数値 (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

必要なバックアップ頻度の数値 最大 24 時間、31 日間。
必要な保持日数 (オプション), タイプ: int, デフォルト: 35

必要な保存期間 (日単位)
必須周波数単位 (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

必要なバックアップ頻度の単位時間です。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

バックアップ/リカバリポイント暗号化
リカバリポイントが暗号化されているかどうかを確認します。リカバリポイントが暗号化されていない場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子:BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED

リソースタイプ: AWS::Backup::RecoveryPoint

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

バックアップ/リカバリポイントの手動削除/無効化
バックアップボールトに、リカバリポイントの削除を防ぐリソースベースの
ポリシーが添付されているかどうかを確認します。バックアップボールトにリ
ソースベースのポリシーがない場合、または適切な「拒否」ステートメント 
(backup:DeleteRecoveryPoint、backup:UpdateRecoveryPointLifecycle、backup:PutBackupVaultAccessPolicy 
アクセス許可を持つステートメント) がないポリシーがある場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子:BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED
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リソースタイプ: AWS::Backup::BackupVault

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

PrincipalArnList (オプション), タイプ: CSV

チェックしないルールの AWS Identity and Access Management (IAM) Amazon Resource Names 
(ARNs) のカンマ区切りリスト

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

バックアップ/リカバリポイントの最小保存期間チェック
リカバリポイントが、指定した期間より前に期限切れになるかどうかを確認します。リカバリポイントに
必要な保持期間より短いリテンションポイントがある場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子:BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK

リソースタイプ: AWS::Backup::RecoveryPoint

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

必要な保持日数 (オプション), タイプ: int, デフォルト: 35

必要な保存期間 (日単位)

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
AWS Elastic Beanstalk 環境が拡張ヘルスレポートを作成するよう設定されているかどうかを確認します。
この環境が拡張ヘルスレポートを作成するよう設定されている場合、ルールは COMPLIANT です。環境が
基本ヘルスレポートを作成するよう設定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_ENABLED
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リソースタイプ: AWS::ElasticBeanstalk::Environment

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東
部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポート
されているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

clb-desync-mode-check
Classic Load Balancer (CLB) がユーザー定義の Desync 軽減モードで設定されているかどうかを確認
します。CLB Desync 軽減モードがユーザー定義の Desync 軽減モードと一致しない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: CLB_DESYNC_MODE_CHECK

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

desyncMode, タイプ: CSV

値のカンマ区切りリスト。最大 2 つを選択できます。有効な値は、「Defensive」、「Strictest」、
「Monitor」です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

clb-multiple-az
Classic Load Balancer が複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) にまたがるかどうかをチェックしま
す。Classic Load Balancer が 2 AZ 未満の場合、または minAvailabilityZones パラメータ (指定され
ている場合) に記載されている数の AZ にまたがっていない場合は、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CLB_MULTIPLE_AZ

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
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トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

minAvailabilityZones (オプション), タイプ: int

期待される AZ の必要な最小数。有効な値は、2～10 で、両方とも含まれます。パラメータが指定さ
れていない場合、デフォルトは 2 です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudformation-stack-drift-detection-check
Cloud Formation スタックの実際の設定が、意図した設定と異なっているかどうか、またはドリフトし
ているかどうかを確認します。スタックの 1 つ以上のリソースが意図した設定と異なっている場合、
スタックはドリフトしたと見なされます。このルールとスタックは、スタックのドリフトステータスが 
IN_SYNC の場合、COMPLIANT です。このルールは、スタックのドリフトステータスが DRIFTED の場
合、NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDFORMATION_STACK_DRIFT_DETECTION_CHECK

リソースタイプ: AWS::CloudFormation::Stack

トリガータイプ: 設定変更および定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ムンバイ)、米国東部 (オハイオ)、欧州 (アイルランド)、欧州 (フ
ランクフルト)、南米 (サンパウロ)、米国東部 (バージニア北部)、アジアパシフィック (ソウル)、欧州 (ロ
ンドン)、アジアパシフィック (東京)、米国西部 (オレゴン)、米国西部 (北カリフォルニア)、アジアパシ
フィック (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、カナダ (中部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

cloudformationRoleArn, 型: 文字列

IAM ポリシーのアクセス許可を持つ AWS CloudFormation ロールの ARN を使用して AWS 
CloudFormation スタックのドリフトを検出します

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudformation-stack-notification-check
CloudFormation スタックが SNS トピックにイベント通知を送信しているかどうか確認します。オプショ
ンで、指定された SNS トピックが使用されているかどうか確認します。

識別子: CLOUDFORMATION_STACK_NOTIFICATION_CHEC

リソースタイプ: AWS::CloudFormation::Stack
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トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン)、欧州 (パリ)、アジアパシフィック (ジャ
カルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (香港)、アジアパシ
フィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラ
ノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各
リージョンを除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

snsTopic1 (オプション), 型: 文字列

SNS トピック ARN。
snsTopic2 (オプション), 型: 文字列

SNS トピック ARN。
snsTopic3 (オプション), 型: 文字列

SNS トピック ARN。
snsTopic4 (オプション), 型: 文字列

SNS トピック ARN。
snsTopic5 (オプション), 型: 文字列

SNS トピック ARN。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudfront-accesslogs-enabled
Amazon CloudFront ディストリビューションが、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) サーバー
アクセスログから情報をキャプチャするように設定されているかどうかを確認します。CloudFront ディス
トリビューションにログ記録が設定されていない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDFRONT_ACCESSLOGS_ENABLED

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

S3BucketName (オプション), 型: 文字列

サーバーアクセスログを保存するための Amazon S3 バケットの名前。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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cloudfront-associated-with-waf
Amazon CloudFront ディストリビューションが WAF または WAFv2 ウェブアクセスコントロールリスト 
(ACL) に関連付けられているかどうかを確認します。CloudFront ディストリビューションがウェブ ACL に
関連付けられていない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDFRONT_ASSOCIATED_WITH_WAF

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

wafWebAclIds (オプション), タイプ: CSV

WAF のウェブ ACL ID のカンマ区切りリスト、または WAFV2 のウェブ ACL Amazon リソースネー
ム (ARN)。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudfront-custom-ssl-certificate
Amazon CloudFront ディストリビューションに関連付けられている証明書が、デフォルトの Secure 
Sockets Layer (SSL) 証明書であるかどうかを確認します。CloudFront ディストリビューションでデフォ
ルトの SSL 証明書が使用される場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDFRONT_CUSTOM_SSL_CERTIFICATE

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudfront-default-root-object-configured
Amazon CloudFront ディストリビューションが、デフォルトのルートオブジェクトである特定のオブジェ
クトを返すように設定されているかどうかを確認します。Amazon CloudFront ディストリビューションに
デフォルトのルートオブジェクトが設定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDFRONT_DEFAULT_ROOT_OBJECT_CONFIGURED
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リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols
CloudFront ディストリビューションが CloudFront エッジロケーションとカスタムオリジン間の HTTPS 通
信に非推奨の SSL プロトコルを使用しているかどうかを確認します。「OriginSslProtocols」に「SSLv3」
が含まれる場合、このルールは CloudFront ディストリビューションでは非準拠です。

識別子: CLOUDFRONT_NO_DEPRECATED_SSL_PROTOCOLS

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudfront-origin-access-identity-enabled
S3 オリジンタイプの Amazon CloudFront ディストリビューションにオリジンアクセスアイデンティティ 
(OAI) が設定されているかどうかを確認します。CloudFront ディストリビューションが S3 によってバッ
クアップされていて、いずれかの S3 オリジンタイプが OAI 設定されていない場合、またはオリジンが S3 
バケットでない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

オリジンが S3 バケットでない場合、ルールは NOT_APPLICABLE を返しません。

識別子: CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_IDENTITY_ENABLED

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:
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なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudfront-origin-failover-enabled
Amazon CloudFront のオリジングループ内の少なくとも 2 つのオリジンのディストリビューションに対し
てオリジングループが設定されているかどうかを確認します。ディストリビューションのオリジングルー
プがない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDFRONT_ORIGIN_FAILOVER_ENABLED

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket
Amazon CloudFront ディストリビューションが、存在しない S3 バケットを指しているかどうかを確認し
ます。CloudFront ディストリビューションの `S3OriginConfig` が存在しない S3 バケットを指している場
合、ルールは NON_COMPLIANT となります。このルールでは、静的ウェブサイトホスティングの S3 バ
ケットは評価されません。

識別子: CLOUDFRONT_S3_ORIGIN_NON_EXISTENT_BUCKET

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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cloudfront-security-policy-check
Amazon CloudFront ディストリビューションが、ビューワー接続に必要な最低限のセキュリティポリ
シーと、TLSv1.2 以上の暗号スイートを使用しているかどうかを確認します。minimumProtocolVersion 
が TLSv1.2_2018 より古い場合、CloudFront ディストリビューションでは、このルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDFRONT_SECURITY_POLICY_CHECK

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudfront-sni-enabled
Amazon CloudFront ディストリビューションでカスタム SSL 証明書が使用されていて、SNI を使用し
て HTTPS リクエストを処理するように設定されているかどうかを確認します。カスタム SSL 証明書
が関連付けられているものの、SSL サポートメソッドが専用 IP アドレスである場合、このルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDFRONT_SNI_ENABLED

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudfront-traffic-to-origin-encrypted
Amazon CloudFront ディストリビューションがカスタムオリジンへのトラフィックを暗号化しているか
どうかを確認します。「OriginProtocolPolicy」が「http のみ」の場合、または「OriginProtocolPolicy」が
「マッチビューア」で「ViewerProtocolPolicy」が「すべて許可」の場合、ルールは非準拠です。
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識別子: CLOUDFRONT_TRAFFIC_TO_ORIGIN_ENCRYPTED

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudfront-viewer-policy-https
Amazon CloudFront ディストリビューションが HTTPS を (直接またはリダイレクト経由で) 使用している
かどうかを確認します。ViewerProtocolPolicy の値が defaultCacheBehavior または cacheBehaviors に対
して 'allow-all' に設定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Identifier: CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudtrail-s3-dataevents-enabled
少なくとも 1 つの AWS CloudTrail 証跡がすべての S3 バケットの Amazon S3 データイベントをログ記録
しているかどうかを確認します。S3 バケットのデータイベントをログに記録する証跡が設定されていない
場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDTRAIL_S3_DATAEVENTS_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペ
イン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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S3BucketNames (オプション), 型: 文字列

データイベントのログ記録を有効にする S3 バケット名のカンマ区切りリスト。デフォルトでは、す
べての S3 バケットをチェックします。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudtrail-security-trail-enabled
セキュリティのベストプラクティスを使用して定義された AWS CloudTrail 証跡が少なくとも 1 つあるこ
とを確認します。次のすべてを満たす証跡が少なくとも 1 つある場合、このルールは COMPLIANT です:

• グローバルサービスイベントを記録すること
• マルチリージョンの証跡であること
• ログファイル検証が有効になっていること
• KMS キーで暗号化されていること
• 読み取りと書き込みのイベントを記録すること
• 管理イベントを記録すること
• 管理イベントを除外しないこと

上記の基準をすべて満たす証跡がない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペ
イン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudwatch-alarm-action-check
Amazon CloudWatch アラームで、少なくとも 1 つのアラームアクション、1 つの INSUFFICIENT_DATA 
アクション、または 1 つの OK アクションが設定されているかどうかを確認します。必要に応じて、指
定した Amazon リソースネーム (ARN) のいずれかに一致するアクションがあるかどうかを確認します。
アラームに対するアクションが存在しない場合、または指定されたオプションパラメータに一致するアク
ションがない場合、このルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子: CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_CHECK

リソースタイプ: AWS::CloudWatch::Alarm
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トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

alarmActionRequired, 型: 文字列, デフォルト: true

アラームには少なくとも 1 つのアクションがあります。
insufficientDataActionRequired, 型: 文字列, デフォルト: true

アラームが別の状態から INSUFFICIENT_DATA の状態に移行する場合、アラームには少なくとも 1 
つのアクションがあります。

okActionRequired, 型: 文字列, デフォルト: false

アラームが別の状態から OK の状態に移行する場合、アラームには少なくとも 1 つのアクションがあ
ります。

action1 (オプション), 型: 文字列

実行するアクション (ARN として指定)。
action2 (オプション), 型: 文字列

実行するアクション (ARN として指定)。
action3 (オプション), 型: 文字列

実行するアクション (ARN として指定)。
action4 (オプション), 型: 文字列

実行するアクション (ARN として指定)。
action5 (オプション), 型: 文字列

実行するアクション (ARN として指定)。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudwatch-alarm-action-enabled-check
Amazon CloudWatch アラームアクションが有効な状態にあるかどうかをチェックします。CloudWatch ア
ラームアクションが有効状態でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_ENABLED_CHECK

リソースタイプ: AWS::CloudWatch::Alarm

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシ
フィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) を除くサ
ポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

355



AWS Config デベロッパーガイド
マネージドルールのリスト

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudwatch-alarm-resource-check
指定したリソースタイプに、指定したメトリクスの CloudWatch アラームがあるかどうかを確認します。
リソースタイプとして、EBS ボリューム、EC2 インスタンス、RDS クラスター、または S3 バケットを
指定できます。

識別子: CLOUDWATCH_ALARM_RESOURCE_CHECK

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceType, 型: 文字列

AWS リソースタイプ。値には、AWS::EC2::Volume、AWS::EC2::Instance、AWS::RDS::DBCluster 
または、AWS:: S3:: Busket のいずれかを指定できます。

metricName, 型: 文字列

アラームに関連付けられているメトリクスの名前 (例: EC2 インスタンスの 'CPUUtilization')。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudwatch-alarm-settings-check
特定のメトリクス名を持つ CloudWatch アラームに指定された設定があるかどうかを確認します。

識別子: CLOUDWATCH_ALARM_SETTINGS_CHECK

リソースタイプ: AWS::CloudWatch::Alarm

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

metricName, 型: 文字列

アラームに関連付けられているメトリクスの名前。
threshold (オプション), タイプ: int

指定した Statistic の値と比較する値。
evaluationPeriods (オプション), タイプ: int

指定した Threshold の値とデータを比較する時間。
period (オプション), タイプ: int, デフォルト: 300

指定した統計の値を適用する時間 (秒)。
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comparisonOperator (オプション), 型: 文字列

指定した統計としきい値の比較演算 (例: 'GreaterThanThreshold')。
statistic (オプション), 型: 文字列

アラームに関連付けられているメトリクスの統計 (例: 'Average' または 'Sum')。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudwatch-log-group-encrypted
Amazon CloudWatch ロググループが任意の AWS KMS キーまたは指定された AWS KMS キー ID で
暗号化されているかどうかを確認します。CloudWatch ロググループが KMS キーで暗号化されていな
い場合、またはルールパラメータに指定されていない KMS キーで暗号化されている場合、ルールは 
NON_COMPLIANT になります。

識別子: CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシ
フィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペ
イン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リー
ジョン

パラメータ:

KmsKeyId (オプション), 型: 文字列

ロググループの暗号化に使用される KMS キーの ID の Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
AWS CloudTrail 証跡がログを Amazon CloudWatch Logs に送信するように設定されているかどうかを確
認します。証跡の CloudWatchLogsLogGroupArn プロパティが空の場合、この証跡は準拠していません。

識別子: CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

expectedDeliveryWindowAge (オプション), タイプ: int

コンプライアンスを満たす CloudWatch Logs への最新の配信の最大経過時間 (時単位)
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AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloudtrail-enabled
AWS アカウントで AWS CloudTrail 証跡が有効になっているかどうかを確認します。証跡が有効でない場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。特定の S3 バケット、SNS トピック、Amazon CloudWatch ログ
グループを確認するルールを指定することができます。

識別子: CLOUD_TRAIL_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

s3BucketNames (オプション), 型: 文字列

CloudTrail ログファイルの配信先 S3 バケットの名前。
snsTopicArn (オプション), 型: 文字列

CloudTrail 通知に使用される SNS トピック ARN。
cloudWatchLogsLogGroupArn (オプション), 型: 文字列

CloudTrail のデータ送信先となる CloudWatch ロググループ ARN。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cloud-trail-encryption-enabled
AWS CloudTrail がサーバー側の暗号化 (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) の暗号化
を使用するよう設定されているかどうかを確認します。KmsKeyId が定義されている場合、ルールは 
COMPLIANT です。

識別子: CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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cloud-trail-log-file-validation-enabled
AWS CloudTrail でログを含む署名付きダイジェストファイルが作成されるかどうかを確認します。AWS 
では、すべての証跡でファイルの検証を有効にすることをお勧めします。検証が有効化されていない場合
は、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cmk-backing-key-rotation-enabled
各キーのキーローテーションが有効になっていること、およびカスタマーが作成した AWS KMS 
キーのキー ID と一致していることを確認します。リソースの AWS Config レコーダーロールが kms: 
DescribeKey 権限を持っていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

自動キーローテーションは、非対称 KMS キー、HMAC KMS キー、インポートされたキーマテリ
アルを持つ KMS キー、またはカスタムキーストア内の KMS キーではサポートされていません。

識別子: CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codebuild-project-artifact-encryption
AWS CodeBuild プロジェクトで、そのアーティファクトのすべてに対して暗号化が有効化されているか
どうかを確認します。プライマリまたはセカンダリ (存在する場合) のアーティファクト設定のいずれかに
「encryptionDisabled」が「true」に設定されていると、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): CODEBUILD_PROJECT_ARTIFACT_ENCRYPTION
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リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codebuild-project-environment-privileged-check
AWS CodeBuild プロジェクト環境で特権モードが有効化されているかどうかを確認します。
「privilegedMode」が「true」に設定されている場合、ルールは CodeBuild プロジェクトに対して 
NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): CODEBUILD_PROJECT_ENVIRONMENT_PRIVILEGED_CHECK

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

exemptedProjects (オプション), タイプ: CSV

値が「true」の「privilegedMode」を持つことが許可されている CodeBuild プロジェクトの名前のコ
ンマ区切りのリストです。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codebuild-project-envvar-awscred-check
プロジェクトに環境変数 AWS_ACCESS_KEY_ID と AWS_SECRET_ACCESS_KEY が含まれているかど
うか確認します。プロジェクト環境変数にプレーンテキストの認証情報が含まれている場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: CODEBUILD_PROJECT_ENVVAR_AWSCRED_CHECK

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

360



AWS Config デベロッパーガイド
マネージドルールのリスト

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS 
GovCloud (米国東部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) を除く、サポートされているすべての AWS 
リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codebuild-project-logging-enabled
AWS CodeBuild プロジェクト環境で、少なくとも 1 つのログオプションが有効になっているかどうかを
確認します。存在するすべてのログ設定のステータスが「DISABLED」に設定されている場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

[Identifier] (識別子): CODEBUILD_PROJECT_LOGGING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

s3BucketNames (オプション), 型: 文字列

Amazon S3 ログが設定されている場合にログを送信する必要がある S3 バケットの名前のカンマ区切
りのリストです。

cloudWatchGroupNames (オプション), 型: 文字列

Amazon CloudWatch ログが設定されている場合にログを送信する必要がある CloudWatch ロググ
ループの名前のカンマ区切りのリストです。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codebuild-project-s3-logs-encrypted
Amazon S3 ログが設定されている AWS CodeBuild プロジェクトで、そのログに対して暗号化が有効化
されているかどうかを確認します。CodeBuild プロジェクトの s3LogsConfig で「encryptionDisabled」が
「true」に設定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。
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[Identifier] (識別子): CODEBUILD_PROJECT_S3_LOGS_ENCRYPTED

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

exemptedProjects (オプション), タイプ: CSV

暗号化されていないログの出力が許可されている CodeBuild プロジェクトの名前のコンマ区切りのリ
ストです。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codebuild-project-source-repo-url-check
GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL に、個人用のアクセストークンまたはサインイン用の
認証情報が含まれているかどうかを確認します。このルールは、GitHub または Bitbucket レポジトリへの
アクセス許可を付与するための OAuth の使用に COMPLIANT です。

識別子: CODEBUILD_PROJECT_SOURCE_REPO_URL_CHECK

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS 
GovCloud (米国東部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) を除く、サポートされているすべての AWS 
リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
デプロイグループに、アラームがアタッチされた自動デプロイロールバックとデプロイモニタリングが設
定されているかどうかを確認します。AutoRollbackConfiguration もしくは AlarmConfiguration が設定され
ていない、または有効化されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): CODEDEPLOY_AUTO_ROLLBACK_MONITOR_ENABLED
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リソースタイプ: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイグループに、正常なホストフリートの
最小割合、または入力しきい値以上のホスト数が設定されているかどうかを確認します。どちらかがしき
い値を下回っている場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): CODEDEPLOY_EC2_MINIMUM_HEALTHY_HOSTS_CONFIGURED

リソースタイプ: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

minimumHealthyHostsFleetPercent (オプション), タイプ: int, デフォルト: 66

デプロイ中における正常なホストフリートの最小割合です。デフォルト値は 66% です。
minimumHealthyHostsHostCount (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

デプロイ中におけるフリート内の正常なホストの最小数です。デフォルト値は、1 に設定されていま
す。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
Lambda コンピューティングプラットフォームのデプロイグループがデフォルトのデプロイ設定を使用し
ていないかどうかを確認します。デプロイグループが「CodeDeployDefault.LambdaAllAtOnce」のデプロ
イ設定を使用している場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。
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[Identifier] (識別子): CODEDEPLOY_LAMBDA_ALLATONCE_TRAFFIC_SHIFT_DISABLED

リソースタイプ: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codepipeline-deployment-count-check
AWS CodePipeline の最初のデプロイステージで複数のデプロイが実行されるかどうかを確認します。必
要に応じて、後続の残りの各ステージで、指定された数 (deploymentLimit) を超えるデプロイが実行さ
れているかどうかを確認します。

識別子: CODEPIPELINE_DEPLOYMENT_COUNT_CHECK

リソースタイプ: AWS::CodePipeline::Pipeline

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ムンバイ)、欧州 (パリ)、米国東部 (オハイオ)、欧州 (アイルラン
ド)、欧州 (フランクフルト)、南米 (サンパウロ)、米国東部 (バージニア北部)、アジアパシフィック (ソウ
ル)、欧州 (ロンドン)、アジアパシフィック (東京)、米国西部 (オレゴン)、米国西部 (北カリフォルニア)、
アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、カナダ (中部) リージョンでのみ利
用できます

パラメータ:

deploymentLimit (オプション), タイプ: int

各ステージで実行できるデプロイメントの最大数。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

codepipeline-region-fanout-check
AWS CodePipeline の各ステージで、以前のすべてのステージで AWS CodePipeline によってデプ
ロイされたリージョンの数の N 倍を超えるリージョンにデプロイしているかどうかを確認します (N 
はリージョンファンアウト数)。最初のデプロイステージでは最大 1 個のリージョンにデプロイで
き、2 番目のデプロイステージでは regionFanoutFactor で指定された最大数までデプロイできま
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す。regionFanoutFactor を指定しない場合、デフォルト値は 3 です。例えば、最初のデプロイステー
ジで 1 つのリージョンにデプロイし、2 番目のデプロイステージで 3 つのリージョンにデプロイする場
合、3 番目のデプロイステージでは 12 のリージョン、つまり、以前のステージの合計数にファンアウト
リージョン数 (3) を乗算した数までデプロイできます。ルールは、デプロイ先の数が第 1 ステージで 1 
リージョン、2 番目のステージで 3 リージョン、または 3 番目のステージで 12 リージョンを超える場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: CODEPIPELINE_REGION_FANOUT_CHECK

リソースタイプ: AWS::CodePipeline::Pipeline

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ムンバイ)、欧州 (パリ)、米国東部 (オハイオ)、欧州 (アイルラン
ド)、欧州 (フランクフルト)、南米 (サンパウロ)、米国東部 (バージニア北部)、アジアパシフィック (ソウ
ル)、欧州 (ロンドン)、アジアパシフィック (東京)、米国西部 (オレゴン)、米国西部 (北カリフォルニア)、
アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、カナダ (中部) リージョンでのみ利
用できます

パラメータ:

regionFanoutFactor (オプション), タイプ: int, デフォルト: 3

以前のすべてのステージで AWS CodePipeline によってデプロイされたリージョンの数がステージで
デプロイできるリージョンの許容数です。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

cw-loggroup-retention-period-check
Amazon CloudWatch LogGroup の保持期間が特定の日数に設定されているかどうかを確認します。ロググ
ループの保持期間が MinRetentionTime パラメータより短い場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

ロググループの保存設定が「期限なし」の場合、ルールは COMPLIANT としてマークされます。

識別子: CW_LOGGROUP_RETENTION_PERIOD_CHECK

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペ
イン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

LogGroupNames (オプション), タイプ: CSV

保持期間を確認するための、ロググループ名のカンマ区切りリスト。
MinRetentionTime (オプション), タイプ: int

保持期間を指定します。有効な値は 
1、3、5、7、14、30、60、90、120、150、180、365、400、545、731、1827、3653 です。デフォ
ルトの保持期間は 365 日間です。
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AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

dax-encryption-enabled
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターが暗号化されていることを確認します。DAX クラス
ターが暗号化されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です

識別子: DAX_ENCRYPTION_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ムンバイ)、欧州 (パリ)、米国東部 (オハイオ)、欧州 (アイルラン
ド)、欧州 (フランクフルト)、南米 (サンパウロ)、米国東部 (バージニア北部)、欧州 (ロンドン)、アジアパ
シフィック (東京)、米国西部 (オレゴン)、米国西部 (北カリフォルニア)、アジアパシフィック (シンガポー
ル)、アジアパシフィック (シドニー) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

db-instance-backup-enabled
RDS DB インスタンスでバックアップが有効になっているかどうかを確認します。オプションで、バック
アップ保存期間およびバックアップウィンドウを確認します。

識別子: DB_INSTANCE_BACKUP_ENABLED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

backupRetentionPeriod (オプション), タイプ: int

バックアップ保持期間。
backupRetentionMinimum (オプション), タイプ: int

バックアップの最短保持期間
preferredBackupWindow (オプション), 型: 文字列

バックアップを作成する時間範囲。
checkReadReplicas (オプション), タイプ：ブール値

リードレプリカに対して RDS DB インスタンスでバックアップが有効になっているかどうかを確認し
ます。
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AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

desired-instance-tenancy
インスタンスのテナンシーが指定したものかどうかを確認します。AMI からインスタンスが起動されてい
るかどうかを確認するには AMI ID を指定し、専有ホストからインスタンスが起動されているかどうかを確
認するにはホスト ID を指定します。複数の ID 値はカンマで区切ります。

識別子: DESIRED_INSTANCE_TENANCY

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

テナンシー, 型: 文字列

インスタンスの望ましいテナンシー 有効な値は、DEDICATED、HOST、および DEFAULT です。
imageId (オプション), タイプ: CSV

このルールは、指定された ID を持つ AMI から起動されたインスタンスのみを評価します。複数の 
AMI ID はカンマで区切ります。

hostId (オプション), タイプ: CSV

インスタンスの起動元となる EC2 専有ホストの ID。複数のホスト ID はカンマで区切ります。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

desired-instance-type
EC2 インスタンスのインスタンスタイプが指定したものであるかどうかを確認します。

サポートされる Amazon EC2 インスタンスタイプのリストについては、Linux インスタンス用の Amazon 
EC2 ユーザーガイドのインスタンスタイプを参照してください。

識別子: DESIRED_INSTANCE_TYPE

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

instanceType, タイプ: CSV

EC2 インスタンスタイプのカンマ区切りリスト (例: "t2.small, m4.large, i2.xlarge")。
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AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

dms-replication-not-public
AWS Database Migration Service のレプリケーションインスタンスがパブリックであるかどうかを確認し
ます。PubliclyAccessible フィールドが true の場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (ス
ペイン)、欧州 (チューリッヒ) を除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

dynamodb-autoscaling-enabled
Auto Scaling またはオンデマンドが DynamoDB テーブル、グローバルセカンダリインデックス、またはそ
の両方で有効になっているかどうかを確認します。必要に応じて、テーブルまたはグローバルセカンダリ
インデックスの読み取りおよび書き込みキャパシティーユニットを設定できます。

識別子: DYNAMODB_AUTOSCALING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西
部) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

minProvisionedReadCapacity (オプション), タイプ: int

Auto Scaling グループで、読み取りキャパシティーによりプロビジョニングするユニットの最小数。
maxProvisionedReadCapacity (オプション), タイプ: int

Auto Scaling グループで、読み取りキャパシティーによりプロビジョニングするユニットの最大数。
targetReadUtilization (オプション), 型: 倍精度浮動小数点数

読み込みキャパシティーのターゲット使用率 (%)。ターゲット使用率は、プロビジョニングされた
キャパシティーに対する消費されたキャパシティーの割合で示されます。

minProvisionedWriteCapacity (オプション), タイプ: int

Auto Scaling グループで、書き込みキャパシティーによりプロビジョニングするユニットの最小数。
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maxProvisionedWriteCapacity (オプション), タイプ: int

Auto Scaling グループで、書き込みキャパシティーによりプロビジョニングするユニットの最大数。
targetWriteUtilization (オプション), 型: 倍精度浮動小数点数

書き込みキャパシティーのターゲット使用率 (%)。ターゲット使用率は、プロビジョニングされた
キャパシティーに対する消費されたキャパシティーの割合で示されます。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

dynamodb-in-backup-plan
Amazon DynamoDB テーブルが AWS Backup プランに存在するかどうかを確認します。Amazon 
DynamoDB テーブルがどの AWS Backup プランにも存在しない場合、ルールは NON_COMPLIANT で
す。

識別子: DYNAMODB_IN_BACKUP_PLAN

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているす
べての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

dynamodb-last-backup-recovery-point-created
Amazon DynamoDB テーブルのリカバリポイントが指定した期間内に作成されたかどうかを確認しま
す。DynamoDB テーブルに対応するリカバリポイントが指定した期間内に作成されていない場合、ルール
は NON_COMPLIANT です。

識別子: DYNAMODB_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン
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パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの DynamoDB テーブルのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : "tagValue"})。
resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの DynamoDB テーブルの名前。
recoveryPointAgeValue (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

最大許容期間の数値。時間は 744 以下、日は 31 以下。
recoveryPointAgeUnit (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

最大許容期間のための時間の単位。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

dynamodb-pitr-enabled
ポイントインタイムリカバリ (PITR) が Amazon DynamoDB テーブルに対して有効になっていることを確
認します。ポイントインタイムリカバリが Amazon DynamoDB テーブルに対して有効になっていない場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: DYNAMODB_PITR_ENABLED

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (メルボルン)、アジアパシ
フィック (大阪) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

DynamoDB-バックアップ計画によって保護されるリソース
Amazon DynamoDB テーブルがバックアップ計画で保護されているかどうかを確認します。DynamoDB 
テーブルがバックアップ計画の対象でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子:DYNAMODB_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

トリガータイプ: 定期的
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AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの DynamoDB テーブルのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : "tagValue"})。
resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの DynamoDB テーブルの名前。
crossRegionList (オプション), 型: 文字列

クロスリージョンバックアップコピーの保存先リージョンのカンマ区切りリスト
crossAccountList (オプション), 型: 文字列

クロスアカウントバックアップコピーを保持する宛先アカウントのカンマ区切りリスト
maxRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最大保持期間 (日数)
minRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最小保持期間 (日数)
backupVaultLockCheck (オプション), 型: 文字列

受け入れられる値: 「True」または「False」。ルールで、リソースがロックされたボールトにバック
アップされているかどうかをチェックするには、「True」と入力します。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

dynamodb-table-encrypted-kms
Amazon DynamoDB テーブルが AWS Key Management Service (KMS) で暗号化されているかどう
かを確認します。Amazon DynamoDB テーブルが AWS KMS で暗号化されていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。暗号化された AWS KMS キーが kmsKeyArns 入力パラメータに存在しない場
合も、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

kmsKeyArns (オプション), タイプ: CSV

Amazon DynamoDB テーブルの暗号化に使用できる AWS KMS キー ARN のカンマ区切りリスト。

371



AWS Config デベロッパーガイド
マネージドルールのリスト

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

dynamodb-table-encryption-enabled
Amazon DynamoDB テーブルが暗号化されているかどうか、およびそのステータスを確認します。ステー
タスが有効または有効化中の場合、ルールは COMPLIANT です。

識別子: DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリ
カ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (香港)、アジアパシフィック (ハイデ
ラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイ
ン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リー
ジョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

dynamodb-throughput-limit-check
DynamoDB のプロビジョンドスループットがアカウントの上限に近づいているかどうかを確認します。デ
フォルトでは、このルールはプロビジョンドスループットがアカウント上限の 80% のしきい値を超えてい
るかどうかを確認します。

識別子: DYNAMODB_THROUGHPUT_LIMIT_CHECK

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているす
べての AWS リージョン

パラメータ:

accountRCUThresholdPercentage (オプション), タイプ: int, デフォルト: 80

アカウントのプロビジョンド読み込みキャパシティー単位の割合 (%)。この値に到達すると、ルール
は非準拠とマークされます。

accountWCUThresholdPercentage (オプション), タイプ: int, デフォルト: 80

アカウントのプロビジョンド書き込みキャパシティー単位の割合 (%)。この値に到達すると、ルール
は非準拠とマークされます。
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AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ebs-in-backup-plan
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームが AWS Backup のバックアッププランに追加され
ているかどうかを確認します。Amazon EBS ボリュームが Backup プランに含まれていない場合、ルール
は NON_COMPLIANT です。

識別子: EBS_IN_BACKUP_PLAN

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボ
ルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ebs-last-backup-recovery-point-created
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) のリカバリポイントが作成されたかどうかを確認しま
す。Amazon EBS ボリュームに対応するリカバリポイントが指定した期間内に作成されていない場合、
ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EBS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

リソースタイプ: AWS::EC2::Volume

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon EBS ボリュームのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : "tagValue"})。
resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon EBS ボリュームの ID。
recoveryPointAgeValue (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

最大許容期間の数値。時間は 744 以下、日は 31 以下。
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recoveryPointAgeUnit (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

最大許容期間のための時間の単位。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ebs-optimized-instance
EBS 最適化できる EC2 インスタンスに対して EBS 最適化が有効になっているかどうかを確認しま
す。EBS 最適化できる EC2 インスタンスに対して EBS 最適化が有効化されていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: EBS_OPTIMIZED_INSTANCE

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

バックアップ計画によって保護された EBS リソース
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームが、バックアップ計画に追加されているか
どうかを確認します。Amazon EBSボリュームがバックアップ計画の対象でない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子:EBS_RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN

リソースタイプ: AWS::EC2::Volume

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon EBS ボリュームのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : "tagValue"})。
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resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon EBS ボリュームの ID。
crossRegionList (オプション), 型: 文字列

クロスリージョンバックアップコピーの保存先リージョンのカンマ区切りリスト
crossAccountList (オプション), 型: 文字列

クロスアカウントバックアップコピーを保持する宛先アカウントのカンマ区切りリスト
maxRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最大保持期間 (日数)
minRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最小保持期間 (日数)
backupVaultLockCheck (オプション), 型: 文字列

受け入れられる値: 「True」または「False」。ルールで、リソースがロックされたボールトにバック
アップされているかどうかをチェックするには、「True」と入力します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ebs-snapshot-public-restorable-check
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショットがパブリックに復元不可能になっている
かどうかを確認します。RestorableByUserIds フィールドを持つ 1 つ以上のスナップショットが「all」
に設定されている場合、つまり Amazon EBS スナップショットがパブリックである場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを
除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-ebs-encryption-by-default
Amazon Elastic Block Store (EBS) 暗号化がデフォルトで有効になっていることを確認します。暗号化が有
効でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。
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識別子: EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除
く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-imdsv2-check
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのメタデータのバージョンが、Instance 
Metadata Service Version 2 (IMDSv2) で設定されているかどうかを確認します。HttpTokens が
「optional」に設定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EC2_IMDSV2_CHECK

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (ジャカル
タ)、欧州 (ミラノ) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
詳細モニタリングが EC2 インスタンスに対して有効になっているかどうかを確認します。詳細モニタリン
グが有効になっていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EC2_INSTANCE_DETAILED_MONITORING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし
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AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-instance-managed-by-systems-manager
アカウント内の Amazon EC2 インスタンスが AWS Systems Manager によって管理されているかどうかを
確認します。

[Identifier] (識別子): EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance、AWS::SSM::ManagedInstanceInventory

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを
除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-instance-multiple-eni-check
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で複数の ENI (Elastic Network Interface) または Elastic 
Fabric Adapter (EFA) が使用されているかどうかを確認します。Amazon EC2 インスタンスで複数のネッ
トワークインターフェイスが使用されている場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EC2_INSTANCE_MULTIPLE_ENI_CHECK

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メ
ルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除くサポートされているすべての 
AWS リージョン

パラメータ:

NetworkInterfaceIds (オプション), タイプ: CSV

ネットワークインスタンス ID のカンマ区切りリスト

プロアクティブな評価
このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。
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"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "NetworkInterfaces": "[NetworkInterfaceId-1, NetworkInterfaceId-2, 
 NetworkInterfaceId-3, ...]"
}  
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-instance-no-public-ip
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにパブリック IP の関連付けがあるかどうか
を確認します。Amazon EC2 インスタンスの設定項目に publicIp フィールドが存在する場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。このルールは、IPv4 のみに適用されます。

Identifier: EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン) を除くサポートされてい
るすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-instance-profile-attached
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに Identity and Access Management (IAM) プ
ロファイルがアタッチされているかどうかを確認します。IAM プロファイルが Amazon EC2 インスタンス
にアタッチされていない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EC2_INSTANCE_PROFILE_ATTACHED

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン
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パラメータ:

IamInstanceProfileArnList (オプション), タイプ: CSV

Amazon EC2 インスタンスにアタッチできる IAM プロファイルの Amazon リソースネーム (ARN) の
カンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-last-backup-recovery-point-created
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのリカバリポイントが作成されたかどうかを
確認します。Amazon EC2 インスタンスに対応するリカバリポイントが指定した期間内に作成されていな
い場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EC2_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon EC2 インスタンスのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : 
"tagValue"})。

resourceld (オプション), 型: 文字列

ルールの Amazon EC2 インスタンスの ID。
recoveryPointAgeValue (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

最大許容期間の数値。時間は 744 以下、日は 31 以下。
recoveryPointAgeUnit (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

最大許容期間のための時間の単位。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-launch-template-public-ip-disabled
Amazon EC2 起動テンプレートが、ネットワークインターフェイスにパブリック IP アドレスを割り当
てるように設定されているかどうかを確認します。EC2 起動テンプレートのデフォルトバージョンで、
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「AssociatePublicIpAddress」が「true」に設定されているネットワークが 1 つまたは複数ある場合、ルー
ルは NON_COMPLIANT です。

識別子: EC2_LAUNCH_TEMPLATE_PUBLIC_IP_DISABLED

リソースタイプ: AWS::EC2::LaunchTemplate

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

exemptedLaunchTemplates (オプション), タイプ: CSV

除外された EC2 起動テンプレート ID リスト (カンマ区切り) で、 AssociatePublicIpAddress の値が
「true」に設定されたネットワークインターフェイスを使用可能なもの。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-managedinstance-applications-blacklisted
指定したアプリケーションのいずれもインスタンスにインストールされていないかどうかを確認します。
必要に応じて、バージョンを指定します。新しいバージョンは拒否リストに記載されません。オプション
で、プラットフォームを指定すると、このプラットフォームを実行しているインスタンスにのみルールが
適用されます。

識別子: EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_BLACKLISTED

リソースタイプ: AWS::SSM::ManagedInstanceInventory

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除
く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

applicationNames, タイプ: CSV

アプリケーション名のカンマ区切りリスト。必要に応じて、バージョンに ":" を追加します (例: 
'Chrome:0.5.3, Firefox')。

Note

アプリケーション名は完全に一致する必要があります。例えば、Linux で firefox
または Amazon Linux で firefox-compat を使用します。さらに、AWS Config 
は applicationNames パラメータで現在ワイルドカードをサポートしていません (例:
firefox*)。

platformType (オプション), 型: 文字列

プラットフォームタイプ (例: 'Linux' または 'Windows')。
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AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-managedinstance-applications-required
すべての指定したアプリケーションが、インスタンスにインストールされているかどうかを確認します。
オプションで、使用可能な最小バージョンを指定します。また、そのプラットフォームを実行中のインス
タンスのみにルールを適用するプラットフォームを指定できます。

Note

SSM エージェントが EC2 インスタンスで実行されており、アプリケーションソフトウェアイン
ベントリを収集するための関連付けが作成されていることを確認します。SSM エージェントがイ
ンストールされていない場合、またはアソシエーションがまだ作成されていない、または実行さ
れていない場合、ルールは NOT_APPLATIBLE を返します。

識別子: EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_REQUIRED

リソースタイプ: AWS::SSM::ManagedInstanceInventory

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除
く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

applicationNames, タイプ: CSV

アプリケーション名のカンマ区切りリスト。必要に応じて、バージョンに ":" を追加します (例: 
'Chrome:0.5.3, Firefox')。

Note

アプリケーション名は完全に一致する必要があります。例えば、Linux で firefox
または Amazon Linux で firefox-compat を使用します。さらに、AWS Config 
は applicationNames パラメータで現在ワイルドカードをサポートしていません (例:
firefox*)。

platformType (オプション), 型: 文字列

プラットフォームタイプ (例: 'Linux' または 'Windows')。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
インスタンスの関連付けが実行された後、AWS Systems Manager の関連付けのコンプライアンスステー
タスが COMPLIANT と NON_COMPLIANT のどちらであるかを確認します。フィールドステータスが 
COMPLIANT の場合は、ルールに準拠しています。関連付けの詳細については、「関連付けとは何です
か?」 を参照してください。
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識別子: EC2_MANAGEDINSTANCE_ASSOCIATION_COMPLIANCE_STATUS_CHECK

リソースタイプ: AWS::SSM::AssociationCompliance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているす
べての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
Amazon EC2 Systems Manager が管理するインスタンスが、ブラックリストに記載されたインベントリタ
イプを収集するように設定されているかどうかを確認します。

識別子: EC2_MANAGEDINSTANCE_INVENTORY_BLACKLISTED

リソースタイプ: AWS::SSM::ManagedInstanceInventory

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除
く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

inventoryNames, タイプ: CSV

Systems Manager インベントリタイプのカンマ区切りリスト (例: 'AWS:Network, 
AWS:WindowsUpdate')。

platformType (オプション), 型: 文字列

プラットフォームタイプ (例: 'Linux')。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
インスタンスでパッチのインストールが実行された後、AWS Systems Managers のパッチコンプライアン
スのコンプライアンスステータスが COMPLIANT と NON_COMPLIANT のどちらであるかを確認します。
フィールドステータスが COMPLIANT の場合は、ルールに準拠しています。
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識別子: EC2_MANAGEDINSTANCE_PATCH_COMPLIANCE_STATUS_CHECK

リソースタイプ: AWS::SSM::PatchCompliance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中
東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシ
フィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サ
ポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-managedinstance-platform-check
EC2 マネージドインスタンスの設定が希望どおりであるかどうかを確認します。

識別子: EC2_MANAGEDINSTANCE_PLATFORM_CHECK

リソースタイプ: AWS::SSM::ManagedInstanceInventory

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除
く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

platformType, 型: 文字列

プラットフォームタイプ (例: 'Linux')。
platformVersion (オプション), 型: 文字列

プラットフォームのバージョン (例: '2016.09')。
agentVersion (オプション), 型: 文字列

エージェントのバージョン (例: '2.0.433.0')。
platformName (オプション), 型: 文字列

プラットフォームのバージョン (例: '2016.09')

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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ec2-no-amazon-key-pair
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスがアマゾンキーペアを使用して起動されている
かどうかを確認します。実行中の EC2 インスタンスが key pair で起動されている場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: EC2_NO_AMAZON_KEY_PAIR

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-paravirtual-instance-check
EC2 インスタンスの仮想化タイプが準仮想化かどうかをチェックします。「virtualizationType」が
「paravirtual」に設定されている場合、EC2 インスタンスのこのルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EC2_PARAVIRTUAL_INSTANCE_CHECK

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 欧州 (アイルランド)、欧州 (フランクフルト)、南米 (サンパウロ)、米国東部 (バージニ
ア北部)、アジアパシフィック (東京)、米国西部 (オレゴン)、米国西部 (北カリフォルニア)、アジアパシ
フィック (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー) リージョンのみで利用可能です。

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-resources-protected-by-backup-plan
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスがバックアップ計画で保護されている
かどうかを確認します。Amazon EC2 インスタンスがバックアップ計画の対象でない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。
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Note

このルールは、Amazon EC2 インスタンスの実行にのみ適用され、パワーダウンされたインスタ
ンスには適用されません。

識別子:EC2_RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon EC2 インスタンスのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : 
"tagValue"})。

resourceld (オプション), 型: 文字列

ルールの Amazon EC2 インスタンスの ID。
crossRegionList (オプション), 型: 文字列

クロスリージョンバックアップコピーの保存先リージョンのカンマ区切りリスト
crossAccountList (オプション), 型: 文字列

クロスアカウントバックアップコピーを保持する宛先アカウントのカンマ区切りリスト
maxRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最大保持期間 (日数)
minRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最小保持期間 (日数)
backupVaultLockCheck (オプション), 型: 文字列

受け入れられる値: 「True」または「False」。ルールで、リソースがロックされたボールトにバック
アップされているかどうかをチェックするには、「True」と入力します。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-security-group-attached-to-eni
デフォルトではないセキュリティグループが Elastic Network Interface (ENI) にアタッチされているかどう
かを確認します。そのセキュリティグループが Elastic Network Interface (ENI) に関連付けられていない場
合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

Important

「間接的な関係の廃止」により、このルールは廃止されることになります。間接的な関係が廃
止されると、このルールをトリガーする設定項目が作成されなくなるためです。このルールを
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使用する場合は、AWS リソースの設定の評価からルールを削除し、新しい ec2-security-group-
attached-to-eni ルールに置き換えてください。ec2-security-group-attached-to-eni-periodic ルール
は、設定の変更ではなく定期的にトリガーされることから、この廃止による影響を受けません。

[Identifier] (識別子): EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (UAE)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (メルボルン) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
デフォルトではないセキュリティグループが Elastic Network Interface (ENI) にアタッチされている
かどうかを確認します。そのセキュリティグループが ENI に関連付けられていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT になります。呼び出し元アカウントが所有していないセキュリティグループは 
NOT_APPLICABLE と評価されます。

[Identifier] (識別子): EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI_PERIODIC

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-stopped-instance
許可されている日数よりも長く停止している Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
があるかどうかを確認します。Amazon EC2 インスタンスの状態が、許可されている日数より長く停止し
ている場合、またはその日数を判断できない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EC2_STOPPED_INSTANCE
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トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ) を除くサポートされて
いるすべての AWS リージョン

パラメータ:

AllowedDays (オプション), タイプ: int, デフォルト: 30

ルールが NON_COMPLIANT になる前に、Amazon EC2 インスタンスを停止できる日数。デフォルト
の日数は 30 日です。

Note

このルールは収集された履歴データに依存するため、選択する日数は設定した保持期間より
短くする必要があります。履歴データ保持の詳細については、「AWS Config データの削除」
を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-token-hop-limit-check
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスメタデータに、希望する制限を下回る指定されたトー
クンホップ制限があるかどうかを確認します。ホップ制限値が意図した制限を超える場合、ルールはイン
スタンスに対して NON_COMPLIANT です。

識別子: EC2_TOKEN_HOP_LIMIT_CHECK

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

tokenHopLimit (オプション), タイプ: int

希望するトークンのホップ制限。有効な値は 1～64 です。どちらも含まれます。パラメータが指定さ
れていない場合、デフォルト値は 1 です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) トランジットゲートウェイで
「AutoAcceptSharedAttachments」が有効になっているかどうかを確認します。
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「AutoAcceptSharedAttachments」が「有効」に設定されている場合、ルールは、トランジットゲート
ウェイに対して NON_COMPLIANT になります。

識別子: EC2_TRANSIT_GATEWAY_AUTO_VPC_ATTACH_DISABLED

リソースタイプ: AWS::EC2::TransitGateway

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、中国 (北京)、アジアパシフィック (ムンバイ)、アジアパシフィック 
(ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (香港)、アジアパシフィック (ハイデラバー
ド)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-volume-inuse-check
EBS ボリュームが EC2 インスタンスにアタッチされているかどうかを確認します。オプションで、イン
スタンスの削除時に EBS ボリュームが削除対象としてマークされるかどうかを確認します。

識別子: EC2_VOLUME_INUSE_CHECK

リソースタイプ: AWS::EC2::Volume

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (メルボルン) リージョンを除く、サポートされているすべての 
AWS リージョン

パラメータ:

deleteOnTermination (オプション), タイプ：ブール値

EBS ボリュームは、インスタンスの削除時に削除対象としてマークされます。可能な値: True または 
False (その他の入力値は非準拠としてマークされます)。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecr-private-image-scanning-enabled
プライベート Amazon Elastic Container Registry (ECR) リポジトリでイメージスキャンが有効化されてい
るかどうかを確認します。プライベート ECR リポジトリのスキャン頻度がプッシュ時のみスキャンまた
は継続的スキャンでない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。
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[Identifier] (識別子): ECR_PRIVATE_IMAGE_SCANNING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ECR::Repository

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecr-private-lifecycle-policy-configured
プライベート Amazon Elastic Container Registry (ECR) リポジトリに少なくとも 1 つのライフサイクルポ
リシーが設定されているかどうかを確認します。ECR プライベートリポジトリに対してライフサイクルポ
リシーが設定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子 ECR_PRIVATE_LIFECYCLE_POLICY_CONFIGURED

リソースタイプ: AWS::ECR::Repository

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecr-private-tag-immutability-enabled
プライベート Amazon Elastic Container Registry (ECR) リポジトリでタグのイミュータビリティが有効化
されているかどうかを確認します。プライベート ECR リポジトリに対してタグのイミュータビリティが
有効化されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): ECR_PRIVATE_TAG_IMMUTABILITY_ENABLED
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リソースタイプ: AWS::ECR::Repository

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-awsvpc-networking-enabled
アクティブな ECSTaskDefinitions のネットワークモードが、「awsvpc」に設定されているかどうかを
確認します。アクティブな ECSTaskDefinitions が「awsvpc」に設定されていない場合、このルールは 
NON_COMPLIANT となります。

識別子: ECS_AWSVPC_NETWORKING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-containers-nonprivileged
ECSTaskDefinitions のコンテナの定義内にある特権パラメータが「true」に設定されているかどうかを確
認します。特権パラメータが「true」の場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): ECS_CONTAINERS_NONPRIVILEGED

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) を除くサ
ポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-containers-readonly-access
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナで、そのルートファイルシステムに対して読
み取り専用アクセス権のみが設定されていることを確認します。ECSTaskDefinitions のコンテナの定義で 
readonlyRootFilesystem パラメータが「false」に設定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT にな
ります。

[Identifier] (識別子): ECS_CONTAINERS_READONLY_ACCESS

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏)を除くサポートされているすべ
ての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-container-insights-enabled
Amazon Elastic Container Service クラスターでコンテナインサイトが有効になっているかどうかを確認し
ます。コンテナインサイトが有効になっていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: ECS_CONTAINER_INSIGHTS_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ECS::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 
(寧夏) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-fargate-latest-platform-version
ECS Fargate サービスが最新のプラットフォームバージョンに設定されているかどうかを確認しま
す。Fargate 起動タイプの PlatformVersion が LATEST に設定されていない場合、またはパラメー
タとして LatestLinuxVersion も latestWindowsVersion も指定されていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT になります。

識別子: ECS_FARGATE_LATEST_PLATFORM_VERSION

リソースタイプ: AWS::ECS::Service

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) を除くサ
ポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

latestLinuxVersion (オプション), 型: 文字列

最新の Linux は、セマンティックバージョニング (SemVer) 形式の 'PlatformVersion' をサポートして
いました。Fargate がデプロイされていて 'PlatformVersion' が明示的に指定されている場合、または 
CodeDeploy が 'DeploymentController' として使用されている場合は、パラメータが必要になることが
あります

latestWindowsVersion (オプション), 型: 文字列

最新の Windows は、セマンティックバージョニング (SemVer) 形式の 'PlatformVersion' をサポートし
ていました。Fargate がデプロイされていて 'PlatformVersion' が明示的に指定されている場合、また
は CodeDeploy が 'DeploymentController' として使用されている場合は、パラメータが必要になるこ
とがあります

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-no-environment-secrets
シークレットがコンテナ環境変数として渡されるかどうかを確認します。1 つ、または複数の環
境変数キーが「secretKeys」パラメータにリストされているキーに一致する場合、ルールは 
NON_COMPLIANT になります (Amazon S3 などの他の場所からの環境変数を除く)。

[Identifier] (識別子): ECS_NO_ENVIRONMENT_SECRETS

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) を除くサ
ポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

secretKeys, タイプ: CSV

タスク定義内のコンテナの定義の環境変数で検索するキー名のコンマ区切りのリストです。余分なス
ペースは削除されます。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-task-definition-log-configuration
アクティブな ECS タスクの定義に、logConfiguration が設定されているかどうかを確認します。アクティ
ブな ECSTaskDefinition に logConfiguration リソースが定義されていない場合、または少なくとも 1 つの
コンテナ定義で logConfiguration の値が NULL の場合、このルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子: ECS_TASK_DEFINITION_LOG_CONFIGURATION

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-task-definition-memory-hard-limit
Amazon Elastic Container Service (ECS) のタスク定義に、そのコンテナの定義に対するメモリ制限が設定
されているかどうかを確認します。1 つのコンテナの定義に「memory」パラメータが存在しない場合、タ
スク定義のルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): ECS_TASK_DEFINITION_MEMORY_HARD_LIMIT

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
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GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-task-definition-nonroot-user
ECSTaskDefinitions が、実行先の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の EC2 起動タイプコ
ンテナにユーザーを指定するかどうかを確認します。「user」パラメータが存在しない、または「root」
に設定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): ECS_TASK_DEFINITION_NONROOT_USER

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-task-definition-pid-mode-check
ECSTaskDefinitions が、ホストのプロセス名前空間をその Amazon Elastic Container Service (Amazon 
ECS) コンテナと共有するように設定されているかどうかを確認します。pidMode パラメータが「host」
に設定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): ECS_TASK_DEFINITION_PID_MODE_CHECK

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) を除くサ
ポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
ホストネットワークモードを使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) のタスク定義に、
「privileged」または「user」というコンテナ定義があるかどうかを確認します。ホストネットワークモー
ドを使用するタスク定義と、privileged=false または空、user=root または空というコンテナ定義がある場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: ECS_TASK_DEFINITION_USER_FOR_HOST_MODE_CHECK

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除くサポートされているすべての AWS 
リージョン

パラメータ:

SkipInactiveTaskDefinitions (オプション), タイプ：ブール値

INACTIVE な Amazon EC2 タスクの定義を確認しないためのブールフラグ。「true」に設定すると、
ルールは INACTIVE な Amazon EC2 タスクの定義を評価しません。「false」に設定すると、ルール
は INACTIVE な Amazon EC2 タスクの定義の最新リビジョンを評価します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

efs-access-point-enforce-root-directory
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) アクセスポイントが、ルートディレクトリを適用するよう設定
されているかどうかを確認します。「Path」の値が「'/'」(ファイルシステムのデフォルトのルートディレ
クトリ) に設定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_ROOT_DIRECTORY

リソースタイプ: AWS::EFS::AccessPoint

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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approvedDirectories (オプション), タイプ: CSV

Amazon EFS アクセスポイントのルートディレクトリの強制で承認されたサブディレクトリパスのカ
ンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

efs-access-point-enforce-user-identity
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) アクセスポイントが、ユーザー ID を適用するよう設定されて
いるかどうかを確認します。「PosixUser」が定義されていない場合、またはパラメータが提供され、対応
するパラメータに一致するものがない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_USER_IDENTITY

リソースタイプ: AWS::EFS::AccessPoint

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

approvedUids (オプション), タイプ: CSV

EFS アクセスポイントのユーザー適用で承認された POSIX ユーザー ID のカンマ区切りリスト。
approvedGids (オプション), タイプ: CSV

EFS アクセスポイントのユーザー適用で承認された POSIX グループ ID のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

efs-encrypted-check
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) が、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用
してファイルデータを暗号化するよう設定されているかどうかを確認します。暗号化されたキーが
DescribeFileSystems で false に設定されている場合、または DescribeFileSystems の KmsKeyId
キーが KmsKeyId パラメータと一致 しない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Identifier: EFS_ENCRYPTED_CHECK

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
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ン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているす
べての AWS リージョン

パラメータ:

KmsKeyId (オプション), 型: 文字列

EFS ファイルシステムの暗号化に使用される KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

efs-in-backup-plan
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムが、AWS Backup のバックアッププランに
追加されているかどうかを確認します。EFS ファイルシステムがバックアッププランに含まれていない場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EFS_IN_BACKUP_PLAN

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボ
ルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

efs-last-backup-recovery-point-created
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムのリカバリポイントが作成されたかどうかを
確認します。Amazon EFS ファイルシステムに対応するリカバリポイントが指定した期間内に作成されて
いない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EFS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

リソースタイプ: AWS::EFS::FileSystem

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon EFS ファイルシステムのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : 
"tagValue"})。

resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの EFS ファイルシステムの ID。
recoveryPointAgeValue (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

最大許容期間の数値。時間は 744 以下、日は 31 以下。
recoveryPointAgeUnit (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

最大許容期間のための時間の単位。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

バックアップ計画によって保護された efs リソース
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムがバックアップ計画で保護されているかど
うかを確認します。EFS ファイルがバックアップ計画の対象でない場合、ルールは NON_COMPLIANT で
す。

識別子:RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN

リソースタイプ: AWS::EFS::FileSystem

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの EFS ファイルシステムのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : "tagValue"})。
resourceld (オプション), 型: 文字列

ルールをチェックする EFS ファイルシステムの ID。
crossRegionList (オプション), 型: 文字列

クロスリージョンバックアップコピーの保存先リージョンのカンマ区切りリスト
crossAccountList (オプション), 型: 文字列

クロスアカウントバックアップコピーを保持する宛先アカウントのカンマ区切りリスト
maxRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最大保持期間 (日数)
minRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最小保持期間 (日数)
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backupVaultLockCheck (オプション), 型: 文字列

受け入れられる値: 「True」または「False」。ルールで、リソースがロックされたボールトにバック
アップされているかどうかをチェックするには、「True」と入力します。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

eip-attached
AWS アカウントに割り当てられたすべての Elastic IP アドレスが、EC2 インスタンスまたは使用中の 
Elastic Network Interface (ENI) にアタッチされているかどうかを確認します。

Note

評価の結果が出るまでは最大 6 時間かかることがあります。

識別子: EIP_ATTACHED

リソースタイプ: AWS::EC2::EIP

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

プロアクティブな評価
このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "InstanceId": "my-instance-Id"
}  
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

eks-cluster-logging-enabled
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターが、ログが有効な状態で設定されているか
どうかを確認します。Amazon EKS クラスターのログが、すべてのログタイプに対して有効になっていな
い場合、ルールは NON_COMPLIANT です。
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識別子: EKS_CLUSTER_LOGGING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::EKS::Cluster

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

eks-cluster-oldest-supported-version
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) クラスターが、サポートされているバージョンで最も古いもの
を実行しているかどうかを確認します。EKS クラスターがサポートされている最も古いバージョンを実行
している場合 (パラメータ 「oldestVersionSupported」に等しい)、ルールは NON_COMPLIANT にな
ります。

[Identifier] (識別子): EKS_CLUSTER_OLDEST_SUPPORTED_VERSION

リソースタイプ: AWS::EKS::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

oldestVersionSupported, 型: 文字列

AWS でサポートされている Kubernetes の最も古いバージョンの値です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

eks-cluster-supported-version
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) クラスターが、サポートされている Kubernetes バー
ジョンを実行しているかどうかを確認します。サポートされていないバージョン (パラメータ
「oldestVersionSupported」未満) を EKS クラスターが使用している場合、このルールは 
NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): EKS_CLUSTER_SUPPORTED_VERSION
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リソースタイプ: AWS::EKS::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

oldestVersionSupported, 型: 文字列

AWS でサポートされている Kubernetes の最も古いバージョンの値です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

eks-endpoint-no-public-access
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) エンドポイントがパブリックアクセス可能になってい
ないかどうかを確認します エンドポイントがパブリックである場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、米国西部 (北カリフォルニ
ア)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS 
リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

eks-secrets-encrypted
Amazon Elastic Kubernetes Service クラスターが、AWS Key Management Service (KMS) キーを使用して 
Kubernetes シークレットを暗号化するように設定されているかどうかを確認します。

• EKS クラスターにシークレットが含まれる encryptionConfig がリソースの 1 つとしてある場合、この
ルールは COMPLIANT です。

• EKS シークレットの暗号化に使用されるキーがパラメータと一致する場合も、このルールは 
COMPLIANT です。

• EKS クラスターに encryptionConfig がない場合、または encryptionConfig リソースにシークレットが含
まれていない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。
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• EKS シークレットの暗号化に使用されるキーがパラメータと一致しない場合も、このルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: EKS_SECRETS_ENCRYPTED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、米国西部 (北カリフォルニア)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョン
を除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

kmsKeyArns (オプション), タイプ: CSV

EKS クラスター内の暗号化されたシークレットに使用する KMS キーの Amazon リソースネーム 
(ARN) のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
Amazon ElastiCache for Redis クラスターでマイナーバージョンの自動アップグレードが有効
になっているかどうかを確認します。ElastiCache クラスターが Redis エンジンを使用してお
り、'AutoMinorVersionUpgrade' が 'true' に設定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT となりま
す。

識別子: ELASTICACHE_AUTO_MINOR_VERSION_UPGRADE_CHECK

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::CacheCluster

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされている
すべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticache-rbac-auth-enabled
ElastiCache レプリケーショングループで RBAC 認証が有効になっているかどうかを確認します。Redis 
のバージョンが 6 以上で、‘UserGroupIds’がない、空、または 'userGroupIDs' パラメータで指定されたエ
ントリと一致しない場合、このルールは NON_COMPLIANT になります。

402



AWS Config デベロッパーガイド
マネージドルールのリスト

識別子: ELASTICACHE_RBAC_AUTH_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

allowedUserGroupIDs (オプション), タイプ: CSV

ElastiCache レプリケーションアクセスに対して承認されたユーザーグループ ID のカンマ区切りリス
ト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
Amazon ElastiCache Redis クラスターで自動バックアップが有効になっているかどうかを確認しま
す。Redis クラスターの SnapshotRetentionLimit がSnapshotRetentionPeriod パラメータより小さい場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。例えば、パラメータが 15 の場合、snapshotRetentionPeriod が 0 
～ 15 であれば、ルールは準拠していません。

識別子: ELASTICACHE_REDIS_CLUSTER_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::CacheCluster、AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペ
イン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

snapshotRetentionPeriod (オプション), タイプ: int, デフォルト: 15

Redis クラスターの最小スナップショットの保持期間 (日数)。デフォルトは 15 日です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
Amazon ElastiCache Redis レプリケーショングループで自動フェイルオーバーが有効になっているかどう
かを確認します。‘AutomaticFailover’が‘enabled’に設定されていない場合、ElastiCache レプリケーション
グループのルールは NON_COMPLIANT になります。
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識別子: ELASTICACHE_REPL_GRP_AUTO_FAILOVER_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされている
すべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
Amazon ElastiCache レプリケーショングループで encryption-at-rest が有効になっているかどうか
をチェックします。'AtRestEncryptionEnabled' が無効になっている場合、または KMS キー ARN が 
approvedKMSKeyArns パラメータと一致しない場合、ElastiCache レプリケーショングループのルールは 
NON_COMPLIANT になります。

識別子: ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_AT_REST

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされている
すべての AWS リージョン

パラメータ:

approvedKMSKeyIds (オプション), タイプ: CSV

ElastiCache の使用に承認された KMS キー ID のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
Amazon ElastiCache レプリケーショングループで encryption-in-transit が有効になっているかどうかを
チェックします。‘TransitEncryptionEnabled’が‘false’に設定されていない場合、ElastiCache レプリケー
ショングループのルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子: ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_IN_TRANSIT

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
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トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされている
すべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
Amazon ElastiCacheレプリケーショングループで Redis AUTH が有効になっているかどうかを確認しま
す。ElastiCache レプリケーショングループのノードの Redis バージョンが 6 未満で (バージョン 6 以上で
は Redis ACL を使用)、‘AuthToken’がないか、空/null の場合、ElastiCache レプリケーショングループの
ルールは NON_COMPLIANT となります。

識別子: ELASTICACHE_REPL_GRP_REDIS_AUTH_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticache-subnet-group-check
Amazon ElastiCache クラスターがカスタムサブネットグループで設定されているかどうかを確認し
ます。ElastiCache クラスターがデフォルトのサブネットグループを使用している場合、ルールは 
NON_COMPLIANT になります。

識別子: ELASTICACHE_SUBNET_GROUP_CHECK

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::CacheCluster

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
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GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticsearch-encrypted-at-rest
Elasticsearch ドメインで保管時の暗号化設定が有効になっているかどうかを確認しま
す。EncryptionAtRestOptions フィールドが有効でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

このルールは Amazon OpenSearch Service ドメインを評価しません。

Identifier: ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョ
ンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticsearch-in-vpc-only
Elasticsearch ドメインが Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) にあるかどうかを確認しま
す。Elasticsearch ドメインのエンドポイントがパブリックである場合、ルールは NON_COMPLIANT で
す。

Note

このルールは Amazon OpenSearch Service ドメインを評価しません。

Identifier: ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされてい
るすべての AWS リージョン

パラメータ:
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なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elasticsearch-logs-to-cloudwatch
Elasticsearch ドメインが、Amazon CloudWatch Logs にログを送信するように設定されているかどうかを
確認します。Elasticsearch ドメインに対してログが有効になっている場合、ルールは COMPLIANT です。
ログ記録が設定されていない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

Note

このルールは Amazon OpenSearch Service ドメインを評価しません。

識別子: ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

logTypes (オプション), タイプ: CSV

有効になっているログのカンマ区切りリスト。有効な値は 「search」、「index」、「error」です。

プロアクティブな評価
このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "LogPublishingOptions": "{Key : Value, ...}"*

}  
...

*発行するログのタイプに応じ
て、SEARCH_SLOW_LOGS、ES_APPLICATION_LOGS、INDEX_SLOW_LOGS、AUDIT_LOGS のうち 1 つ以
上のキーを持つオブジェクト。各キーには有効な LogPublishingOption 値が必要です。

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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elasticsearch-node-to-node-encryption-check
ElasticSearch ノードがエンドツーエンドで暗号化されているかどうかを確認します。ノード間の暗号化が
ドメイン上で有効になっていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

このルールは Amazon OpenSearch Service ドメインを評価しません。

識別子: ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペ
イン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

プロアクティブな評価

このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "NodeToNodeEncryptionOptions": BOOLEAN
}  
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
AWS Elastic Beanstalk 環境が、Amazon CloudWatch Logs にログを送信するように設定されているかどう
かを確認します。「StreamLogs」の値が「false」の場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: ELASTIC_BEANSTALK_LOGS_TO_CLOUDWATCH

リソースタイプ: AWS::ElasticBeanstalk::Environment

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、中国 (北京)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東
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部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除
く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

RetentionInDays (オプション), 型: 文字列

ログイベントが期限切れになるまでの日数を確認します。有効な値は 
1、3、5、7、14、30、60、90、120、150、180、365、400、545、731、1827、3653 です。
「logs.RetentionInDays」の値がこのパラメータと一致しない場合、ルールは NON_COMPLIANT で
す。

DeleteOnTerminate (オプション), 型: 文字列

環境終了時にログが削除されるように設定されているかどうかを確認します。有効な値は、「true」
または「false」です。「logs.DeleteOnTerminate」の値がこのパラメータと一致しない場合、ルール
は NON_COMPLIANT です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
AWS Elastic Beanstalk 環境の管理されたプラットフォームの更新が有効になっているかどうかを確認
します。ManagedActionsEnabled の値が true に設定されている場合、ルールは COMPLIANT で
す。ManagedActionsEnabled の値が false に設定されている場合、またはパラメータが指定されている
もののその値が既存の設定と一致しない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_UPDATES_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ElasticBeanstalk::Environment

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東
部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポート
されているすべての AWS リージョン

パラメータ:

UpdateLevel (オプション), 型: 文字列

更新レベルが「minor」バージョン更新または「patch」バージョン更新に設定されているかどうかを
示します。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elbv2-acm-certificate-required
Application Load Balancer と Network Load Balancer が、AWS Certificate Manager (ACM) の証明書を使用
するように設定されているリスナーを持っているかどうかを確認します。少なくとも 1 つのロードバラン
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サーに、ACM からの証明書を使用しないよう設定されている、または ACM 証明書とは異なる証明書を使
用して設定されているリスナーが少なくとも 1 つある場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: ELBV2_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東
部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポート
されているすべての AWS リージョン

パラメータ:

AcmCertificatesAllowed (オプション), タイプ: CSV

証明書の Amazon リソースネーム (ARN) のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elbv2-multiple-az
Elastic Load Balancer V2 (アプリケーション、ネットワーク、または Gateway Load Balancer) に複数の
アベイラビリティーゾーン (AZ) のインスタンスが登録されているかどうかを確認します。Elastic Load 
Balancer V2 のインスタンスが 2 AZ 未満に登録されている場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: ELBV2_MULTIPLE_AZ

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、ア
ジアパシフィック (ハイデラバード)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧
夏) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

minAvailabilityZones (オプション), タイプ: int

予想される AZ の最小数 (2 から 10 までの間)。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elb-acm-certificate-required
Classic Load Balancer が AWS Certificate Manager によって提供される SSL 証明書を使用しているかど
うかを確認します。このルールを使用するには、Classic Load Balancer と共に SSL または HTTPS リス
ナーを使用する必要があります。このルールは、Classic Load Balancer にのみ適用されます。このルール
は Application Load Balancer および Network Load Balancer を確認しません。
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識別子: ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS 
GovCloud (米国東部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされている
すべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elb-cross-zone-load-balancing-enabled
クロスゾーンロードバランシングが Classic Load Balancer (CLB) に対して有効になっているかどう
かを確認します。クロスゾーンロードバランシングが CLB に対して有効でない場合、このルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: ELB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョ
ンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elb-custom-security-policy-ssl-check
Classic Load Balancer の SSL リスナーがカスタムポリシーを使用しているかどうか確認します。この
ルールは、Classic Load Balancer の SSL リスナーがある場合のみ適用されます。

識別子: ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを
除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

sslProtocolsAndCiphers, 型: 文字列

暗号とプロトコルのカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elb-deletion-protection-enabled
Elastic Load Balancing で削除保護が有効になっているかどうかを確認しま
す。deletion_protection.enabled が false の場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: ELB_DELETION_PROTECTION_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョ
ンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elb-logging-enabled
Application Load Balancer と Classic Load Balancer でログ記録が有効になっているかどうかを確認しま
す。access_logs.s3.enabled が false で、access_logs.S3.bucket が入力した s3BucketName と
同じでない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

このルールは、Network Load Balancer または ゲートウェイロードバランサーに適用されませ
ん。

識別子: ELB_LOGGING_ENABLED

リソースタイプ:
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer、AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

s3BucketNames (オプション), タイプ: CSV

Amazon ELB のログファイルを配信するための Amazon S3 バケット名のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elb-predefined-security-policy-ssl-check
Classic Load Balancer の SSL リスナーが事前定義済みポリシーを使用しているかどうか確認します。こ
のルールは、Classic Load Balancer の SSL リスナーがある場合のみ適用されます。

識別子: ELB_PREDEFINED_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS 
GovCloud (米国東部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされている
すべての AWS リージョン

パラメータ:

predefinedPolicyName, 型: 文字列

事前定義済みポリシーの名前。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

elb-tls-https-listeners-only
Classic Load Balancer が SSL または HTTPS リスナーで設定されているかどうかを確認します。

• Classic Load Balancer にリスナーが設定されていない場合、ルールは NOT_APPLICABLE を返します。
• Classic Load Balancer のリスナーが SSL または HTTPS で設定されている場合、ルールは COMPLIANT 

です。
• リスナーが SSL または HTTPS で設定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

emr-kerberos-enabled
Amazon EMR クラスターで Kerberos が有効になっていることを確認します。セキュリティ構成がクラス
ターにアタッチされていない場合、またはセキュリティ構成が指定されたルールパラメータを満たしてい
ない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: EMR_KERBEROS_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペ
イン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

TicketLifetimeInHours (オプション), タイプ: int

クラスターの KDC によって発行された Kerberos チケットが有効な期間。
Realm (オプション), 型: 文字列

信頼関係の他の領域の Kerberos 領域名。
Domain (オプション), 型: 文字列

信頼関係の他の領域のドメイン名。
AdminServer (オプション), 型: 文字列

信頼関係の他の領域の管理サーバーの完全修飾ドメイン。
KdcServer (オプション), 型: 文字列

信頼関係の他の領域の KDC サーバーの完全修飾ドメイン。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

emr-master-no-public-ip
Amazon Elastic MapReduce (EMR) クラスターのマスターノードにパブリック IP があるかどうかを確認し
ます。マスターノードにパブリック IP がある場合、ルールは NON_COMPLIANT です。
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Note

このルールは、RUNNING または WAITING 状態のクラスターを確認します。

識別子: EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP

リソースタイプ: AWS::EMR::Cluster

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているす
べての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

encrypted-volumes
アタッチ状態の EBS ボリュームが暗号化されているかどうかを確認します。kmsId パラメータを使用し
て暗号化に KMS キーの ID を指定した場合、ルールでは、アタッチ状態の EBS ボリュームが、その KMS 
キーで暗号化されているかどうか確認されます。

識別子: ENCRYPTED_VOLUMES

リソースタイプ: AWS::EC2::Volume

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (大
阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ) を除くサポートされているすべての AWS リージョ
ン

パラメータ:

kmsId (オプション), 型: 文字列

ボリュームの暗号化に使用する KMS キーの ID または ARN。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

fms-shield-resource-policy-check
Application Load Balancer、Amazon CloudFront ディストリビューション、Elastic Load Balancing、また
は Elastic IP が AWS Shield で保護されているかどうかを確認します。また、Application Load Balancer 
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と Amazon CloudFront ディストリビューションにウェブ ACL が関連付けられているかどうかも確認しま
す。

識別子: FMS_SHIELD_RESOURCE_POLICY_CHECK

リソースタイプ:
AWS::CloudFront::Distribution、AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer、AWS::WAFRegional::WebACL、AWS::EC2::EIP、AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer、AWS::ShieldRegional::Protection、AWS::Shield::Protection

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (メルボルン)、中
国 (寧夏) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

webACLId, 型: 文字列

ウェブ ACL の WebACLId。
resourceTypes, 型: 文字列

この Config ルールが適用されるリソースの範囲。
resourceTags (オプション), 型: 文字列

ルールが関連付けられるべきリソースタグ。(例: {"tagKey1" : ["tagValue1"], "tagKey2" : ["tagValue2", 
"tagValue3"]})

excludeResourceTags (オプション), タイプ：ブール値

true の場合、resourceTags と一致するリソースを除外します。false の場合は、resourceTags と一致
するリソースをすべて含めます。

fmsManagedToken (オプション), 型: 文字列

アカウント でルールを作成する時に AWS Firewall Manager によって生成されるトーク
ン。AWSConfig は、このルールが作成されると、このパラメータを無視します。

fmsRemediationEnabled (オプション), タイプ：ブール値

true の場合、AWS Firewall Manager は FMS ポリシーに従って NON_COMPLIANT リソースを更新し
ます。AWSConfig は、このルールが作成されると、このパラメータを無視します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

fms-webacl-resource-policy-check
ウェブ ACL が、Application Load Balancer、API Gateway ステージ、または Amazon CloudFront ディス
トリビューションに関連付けられているかどうかを確認します。AWS Firewall Manager マネージャーがこ
のルールを作成すると、FMS ポリシー所有者は FMS ポリシーで WebACLId を指定し、オプションで修復
を有効にできます。

識別子: FMS_WEBACL_RESOURCE_POLICY_CHECK

リソースタイプ:
AWS::CloudFront::Distribution、AWS::ApiGateway::Stage、AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer、AWS::WAFRegional::WebACL

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: アジアパシフィック (メルボルン) リージョンを除く、サポートされているすべての 
AWS リージョン

パラメータ:

webACLId, 型: 文字列

ウェブ ACL の WebACLId。
resourceTags (オプション), 型: 文字列

ルールが関連付けるべきリソースタグ (ApplicationLoadBalancer、ApiGatewayStage、および 
CloudFront ディストリビューション)。(例: {"tagKey1" : ["tagValue1"], "tagKey2" : ["tagValue2", 
"tagValue3"] })

excludeResourceTags (オプション), タイプ：ブール値

true の場合、resourceTags に一致するリソースを除外します。
fmsManagedToken (オプション), 型: 文字列

お客様のアカウントでルールを作成する時に AWS Firewall Manager によって生成されるトーク
ン。AWSConfig は、お客様がこのルールを作成すると、このパラメータを無視します。

fmsRemediationEnabled (オプション), タイプ：ブール値

true の場合、AWS Firewall Manager は FMS ポリシーに従って非準拠リソースを更新しま
す。AWSConfig は、お客様がこのルールを作成すると、このパラメータを無視します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

fms-webacl-rulegroup-association-check
ウェブ ACL に関連付けるルールグループに適切な優先順位が付けられていることを確認します。適切な優
先度は、ruleGroups パラメータのルールグループのランクによって決定されます。AWS Firewall Manager 
ではこのルールを作成するときに、最も高い優先度 0 を割り当て、1、2 のように続けます。FMS ポリ
シー所有者は FMS ポリシーで ruleGroups ランクを指定し、必要に応じて修復を有効にできます。

識別子: FMS_WEBACL_RULEGROUP_ASSOCIATION_CHECK

リソースタイプ: AWS::WAF::WebACL、AWS::WAFRegional::WebACL

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (メルボルン) リージョンを除く、サポートされているすべての 
AWS リージョン

パラメータ:

ruleGroups, 型: 文字列

RuleGroupIds と WafOverrideAction のペアのカンマ区切りのリスト。(例: ruleGroupId-1:NONE, 
ruleGroupId2:COUNT)

fmsManagedToken (オプション), 型: 文字列

お客様のアカウントでルールを作成する時に AWS Firewall Manager によって生成されるトーク
ン。AWSConfig は、お客様がこのルールを作成すると、このパラメータを無視します。
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fmsRemediationEnabled (オプション), タイプ：ブール値

true の場合、AWS Firewall Manager は FMS ポリシーに従って非準拠リソースを更新しま
す。AWSConfig は、お客様がこのルールを作成すると、このパラメータを無視します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

fsx-last-backup-recovery-point-created
Amazon FSx ファイルシステムのリカバリポイントが作成されたかどうかを確認します。Amazon FSx 
ファイルシステムに対応するリカバリポイントが指定した期間内に作成されていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: FSX_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

リソースタイプ: AWS::FSx::FileSystem

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon FSx ファイルシステムのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : 
"tagValue"})

resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon FSx ファイルシステムの ID。
recoveryPointAgeValue (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

最大許容期間の数値。時間は 744 以下、日は 31 以下。
recoveryPointAgeUnit (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

最大許容期間のための時間の単位。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

fsx-resources-protected-by-backup-plan
Amazon FSx ファイルシステムがバックアップ計画で保護されているかどうかを確認します。Amazon 
FSx ファイルがバックアップ計画の対象でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子:FSX_RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN
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リソースタイプ: AWS::FSx::FileSystem

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon FSx ファイルシステムのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : 
"tagValue"})

resourceld (オプション), 型: 文字列

ルールをチェックする Amazon FSx ファイルシステムの ID
crossRegionList (オプション), 型: 文字列

クロスリージョンバックアップコピーの保存先リージョンのカンマ区切りリスト
crossAccountList (オプション), 型: 文字列

クロスアカウントバックアップコピーを保持する宛先アカウントのカンマ区切りリスト
maxRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最大保持期間 (日数)
minRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最小保持期間 (日数)
backupVaultLockCheck (オプション), 型: 文字列

受け入れられる値: 「True」または「False」。ルールで、リソースがロックされたボールトにバック
アップされているかどうかをチェックするには、「True」と入力します。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

guardduty-enabled-centralized
AWS アカウントとリージョンで Amazon GuardDuty が有効になっているかどうかを確認します。一
元管理を目的として AWS アカウントを指定すると、ルールが一元管理されたアカウントの Amazon 
GuardDuty の結果を評価します。Amazon GuardDuty が有効になっている場合、ルールは COMPLIANT で
す。

識別子: GUARDDUTY_ENABLED_CENTRALIZED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープ
タウン)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、
アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧
夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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CentralMonitoringAccount (オプション), 型: 文字列

Amazon GuardDuty の結果を一元化できる AWS アカウント (12桁) のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

guardduty-non-archived-findings
Amazon GuardDuty にアーカイブされていない検出結果があるかどうかを確認します。Amazon 
GuardDuty に、daysLowSev/daysMediumSev/daysHighSev パラメータで指定されている値よりも古い、
重要度が低/中/高のアーカイブされていない検出結果がある場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: GUARDDUTY_NON_ARCHIVED_FINDINGS

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープ
タウン)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、
アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧
夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

daysLowSev (オプション), タイプ: int, デフォルト: 30

Amazon GuardDuty の低重大度の結果をアーカイブしないまま保持できる日数。デフォルトは 30 日
間です。

daysMediumSev (オプション), タイプ: int, デフォルト: 7

Amazon GuardDuty の重要度が中の検出結果をアーカイブしないまま保持できる日数。デフォルトは 
7 日間です。

daysHighSev (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

Amazon GuardDuty の高重大度の結果をアーカイブしないまま保持できる日数。デフォルトは 1 日で
す。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-customer-policy-blocked-kms-actions
作成したマネージド AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーが、AWS KMS キーでブロック
されているアクションを許可していないかどうかを確認します。AWS KMS キーでブロックされているア
クションが、マネージド IAM ポリシーによって許可されている場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

このルールは、IAM ポリシーで提供される条件を評価しません。IAM 条件の詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーの要素: 条件」を参照してください。
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識別子: IAM_CUSTOMER_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS

リソースタイプ: AWS::IAM::Policy

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

blockedActionsPatterns, タイプ: CSV

ブロックされている KMS アクションパターンのカンマ区切りリスト。(例: kms:*, kms:Decrypt, 
kms:ReEncrypt*)

excludePermissionBoundaryPolicy (オプション), タイプ：ブール値

許可の境界として使用される IAM ポリシーの評価を除外するブールフラグ。「true」に設定すると、
ルールで許可の境界は評価に含まれません。それ以外の場合、値が「false」に設定されていると、ス
コープ内のすべての IAM ポリシーが評価されます。デフォルト値は「false」です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-group-has-users-check
IAM グループに少なくとも 1 人の IAM ユーザーが存在するかどうか確認します。

識別子: IAM_GROUP_HAS_USERS_CHECK

リソースタイプ: AWS::IAM::Group

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-inline-policy-blocked-kms-actions
IAM ユーザー、ロール、およびグループにアタッチされているインラインポリシーが、すべての AWS Key 
Management Service (KMS) キーでブロックされているアクションを許可していないことを確認します。
インラインポリシーですべての KMS キーでブロックされているアクションが許可されている場合、ルー
ルは NON_COMPLIANT です。
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識別子: IAM_INLINE_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS

リソースタイプ: AWS::IAM::Group、AWS::IAM::Role、AWS::IAM::User

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

blockedActionsPatterns, タイプ: CSV

ブロックされている KMS アクションパターンのカンマ区切りリスト。(例: kms:*, kms:Decrypt, 
kms:ReEncrypt*)

excludeRoleByManagementAccount (オプション), タイプ：ブール値

組織管理アカウントによってのみ引き受けできるロールの場合は、そのロールを除外します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-no-inline-policy-check
インラインポリシー機能が使用されていないことを確認します。AWS Identity and Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM ロール、または IAM グループにインラインポリシーがある場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です

識別子: IAM_NO_INLINE_POLICY_CHECK

リソースタイプ: AWS::IAM::User、AWS::IAM::Role、AWS::IAM::Group

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-password-policy
IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーが、パラメータで指定した要件を満たしているかどう
かを確認します。アカウントのパスワードポリシーが指定の要件を満たしていない場合、このルールは 
NON_COMPLIANT です。
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Note

デフォルトの IAM パスワードポリシーが使用されている場合、ルールは NON-COMPLIANT とし
てマークされます。

Important

ルールのパラメータの true および false の値は、大文字と小文字が区別されます true が小文
字で入力されていない場合、false. として扱われます。

識別子: IAM_PASSWORD_POLICY

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (メルボルン) リージョンを除く、サポートされているすべての 
AWS リージョン

パラメータ:

RequireUppercaseCharacters (オプション), タイプ：ブール値, デフォルト: true

パスワードには少なくとも 1 つの大文字が必要です。
RequireLowercaseCharacters (オプション), タイプ：ブール値, デフォルト: true

パスワードには少なくとも 1 つの小文字が必要です。
RequireSymbols (オプション), タイプ：ブール値, デフォルト: true

パスワードには少なくとも 1 つの記号が必要です。
RequireNumbers (オプション), タイプ：ブール値, デフォルト: true

パスワードには少なくとも 1 つの数字が必要です。
MinimumPasswordLength (オプション), タイプ: int, デフォルト: 14

パスワードの最小長。
PasswordReusePrevention (オプション), タイプ: int, デフォルト: 24

パスワードを再利用できるまでの他のパスワードの使用回数。
MaxPasswordAge (オプション), タイプ: int, デフォルト: 90

パスワードが有効期限切れになるまでの日数。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-policy-blacklisted-check
各 IAM リソースで、入力パラメータのポリシー ARN が IAM リソースにアタッチされているかどうかを
確認します。ポリシー ARN が IAM リソースにアタッチされている場合、ルールは NON_COMPLIANT で
す。ポリシー ARN の有無にかかわらず、IAM リソースが exceptionList パラメータの一部である場
合、AWS Config はリソースを COMPLIANT としてマークします。

識別子: IAM_POLICY_BLACKLISTED_CHECK

リソースタイプ: AWS::IAM::User、AWS::IAM::Group、AWS::IAM::Role
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トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

policyArns, タイプ: CSV, Default: arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess

IAM エンティティにアタッチすべきではない IAM ポリシー arn のカンマ区切りリスト。
exceptionList (オプション), タイプ: CSV

resourcetypes のカンマ区切りリストとリソース名のペアのリスト (例: users:[user1;user2]、groups:
[group1;group2]、roles:[role1;role2;role3])。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-policy-in-use
IAM ポリシー ARN が、IAM ユーザー、1 人以上の IAM ユーザーを持つ IAM グループ、または 1 つ以上の
信頼されたエンティティを持つ IAM ロールにアタッチされているかどうかを確認します。

識別子: IAM_POLICY_IN_USE

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているす
べての AWS リージョン

パラメータ:

policyARN, 型: 文字列

チェック対象の IAM ポリシー ARN。
policyUsageType (オプション), 型: 文字列

ポリシーを IAM ユーザー、グループ、またはロールにアタッチするかどうかを指定します。有効な値
は、IAM_USER、IAM_GROUP、IAM_ROLE、または ANY です。デフォルト値は ANY です。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-policy-no-statements-with-admin-access
作成した AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーに、すべてのリソースにおけるすべてのア
クションにアクセス許可を付与する Allow ステートメントを確認します。いずれかのカスタマー管理 IAM 
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ポリシーステートメントに、"Resource": "*" に対して "Action": "*" が "Effect": "Allow" になっている場合、
ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

このルールは、カスタマー管理ポリシーのみを評価します。このルールは、インラインポリシー
または AWS 管理ポリシーを評価しません。この違いに関する詳細については、「IAM ユーザー
ガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシー」を参照してください。

次のポリシーは NON_COMPLIANT です。

"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor",
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}

次のポリシーは COMPLIANT です。

"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor",
"Effect": "Allow",
"Action": "service:*",
"Resource": "*"
}

識別子: IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS

リソースタイプ: AWS::IAM::Policy

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

excludePermissionBoundaryPolicy (オプション), タイプ：ブール値

許可の境界として使用される IAM ポリシーの評価を除外するブールフラグ。「true」に設定すると、
ルールで許可の境界は評価に含まれません。それ以外の場合、値が「false」に設定されていると、ス
コープ内のすべての IAM ポリシーが評価されます。デフォルト値は「false」です。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-policy-no-statements-with-full-access
作成した AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーが個々の AWS リソースに対するすべての
アクションにアクセス許可を付与しているかどうかを確認します。カスタマー管理 IAM ポリシーが少なく
とも 1 つの AWS のサービスへのフルアクセスを許可している場合、ルールは NON_COMPLIANT です。
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Note

このルールは、カスタマー管理ポリシーのみを評価します。このルールは、インラインポリシー
または AWS 管理ポリシーを評価しません。この違いに関する詳細については、「IAM ユーザー
ガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシー」を参照してください。

[Identifier] (識別子): IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_FULL_ACCESS

リソースタイプ: AWS::IAM::Policy

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東
部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポート
されているすべての AWS リージョン

パラメータ:

excludePermissionBoundaryPolicy (オプション), タイプ：ブール値

許可の境界として使用される IAM ポリシーの評価を除外するブールフラグ。「true」に設定すると、
ルールで許可の境界は評価に含まれません。それ以外の場合、値が「false」に設定されていると、ス
コープ内のすべての IAM ポリシーが評価されます。デフォルト値は「false」です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-role-managed-policy-check
管理ポリシーのリストで指定されているすべての AWS 管理ポリシーが、AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールにアタッチされているかどうかを確認します。IAM ロールに AWS 管理ポリ
シーがアタッチされていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: IAM_ROLE_MANAGED_POLICY_CHECK

リソースタイプ: AWS::IAM::Role

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

managedPolicyArns, タイプ: CSV

AWS 管理ポリシー ARN のカンマ区切りリスト。ARN の詳細については、「IAM ユーザーガイド」
の「Amazon リソースネーム (ARN)」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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iam-root-access-key-check
ルートユーザーアクセスキーがあるかどうかを確認します。ユーザーアクセスキーが存在しない場合、
ルールは COMPLIANT です。それ以外の場合は、NON_COMPLIANTです。

識別子: IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを
除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-user-group-membership-check
IAM ユーザーが少なくとも 1 つの IAM グループのメンバーであるかどうかを確認します。

識別子: IAM_USER_GROUP_MEMBERSHIP_CHECK

リソースタイプ: AWS::IAM::User

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

groupNames (オプション), 型: 文字列

IAM ユーザーがメンバーである必要がある IAM グループのカンマ区切りリスト。

Note

このルールは、コンマを含むグループ名をサポートしていません。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-user-mfa-enabled
AWS Identity and Access Management ユーザーの多要素認証 (MFA) が有効になっているかどうかを確認
します。
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識別子: IAM_USER_MFA_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-user-no-policies-check
いずれの IAM ユーザーにもポリシーがアタッチされていないことを確認します。IAM ユーザーは、IAM グ
ループまたはロールから許可を継承する必要があります。ポリシーがアタッチされている IAM ユーザーが
少なくとも 1 人いる場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: IAM_USER_NO_POLICIES_CHECK

リソースタイプ: AWS::IAM::User

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

iam-user-unused-credentials-check
AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーが、指定した日数以内に使用されていないパスワー
ドまたはアクティブなアクセスキーを持っているかどうかを確認します。最近使用されていない非アク
ティブアカウントがある場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

最初の評価から 4 時間以内にこのルールを再評価しても結果には影響しません。

識別子: IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK

トリガータイプ: 定期的
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AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

maxCredentialUsageAge, タイプ: int, デフォルト: 90

認証情報を使用できない最大日数。デフォルト値は 90 日です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

restricted-ssh
セキュリティグループの受信 SSH トラフィックがアクセス可能かどうかを確認します。セキュリティグ
ループの受信 SSH トラフィックの IP アドレスが制限されている場合 (0.0.0.0/0 以外の CIDR)、ルールは 
COMPLIANT です。このルールは、IPv4 のみに適用されます。

識別子: INCOMING_SSH_DISABLED

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているす
べての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ec2-instances-in-vpc
EC2 インスタンスが Virtual Private Cloud (VPC) に属しているかどうかを確認します。オプションで、イ
ンスタンスに関連付ける VPC ID を指定できます。

識別子: INSTANCES_IN_VPC

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているす
べての AWS リージョン
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パラメータ:

vpcId (オプション), 型: 文字列

これらの EC2 インスタンスが含まれている VPC ID。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

internet-gateway-authorized-vpc-only
インターネットゲートウェイ (IGW) が、承認された Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) にのみ
アタッチされていることを確認します。IGW が承認された VPC にアタッチされていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: INTERNET_GATEWAY_AUTHORIZED_VPC_ONLY

リソースタイプ: AWS::EC2::InternetGateway

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

AuthorizedVpcIds (オプション), 型: 文字列

許可された VPC ID とアタッチされた IGW のカンマ区切りリスト。パラメータが指定されていない場
合、アタッチされたすべての IGW は NON_COMPLIANT になります。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

kinesis-stream-encrypted
Amazon Kinesis Streams がサーバー側の暗号化を使用して保存時に暗号化されているかどうかを確認しま
す。「StreamEncryption」が存在しない場合、ルールは Kinesis ストリームに対して NON_COMPLIANT 
になります。

識別子: KINESIS_STREAM_ENCRYPTED

リソースタイプ: AWS::Kinesis::Stream

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

430



AWS Config デベロッパーガイド
マネージドルールのリスト

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
AWS KMS keys が AWS Key Management Service (AWS KMS) で削除するようにスケジュールさ
れていないかを確認します。KMS の()で削除するようにスケジュールされている場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: KMS_CMK_NOT_SCHEDULED_FOR_DELETION

リソースタイプ: AWS::KMS::Key

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) を除く、サポートされているすべ
ての AWS リージョン

パラメータ:

kmsKeyIds (オプション), 型: 文字列

削除のスケジュールがされていない特定のカスタマーマネージド型キー ID のカンマ区切りリスト。
キーを指定しない場合、ルールはすべてのキーを確認します。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

lambda-concurrency-check
AWS Lambda 関数に関数レベルの同時実行数制限が設定されているかどうかを確認します。Lambda 関数
に関数レベルの同時実行数制限が設定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: LAMBDA_CONCURRENCY_CHECK

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、中国 (寧
夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

ConcurrencyLimitLow (オプション), 型: 文字列

同時実行数の下限
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ConcurrencyLimitHigh (オプション), 型: 文字列

同時実行数の上限

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

lambda-dlq-check
AWS Lambda 関数にデッドレターキューが設定されているかどうかを確認します。Lambda 関数にデッド
レターキューが設定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: LAMBDA_DLQ_CHECK

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) 
の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

dlqArns (オプション), 型: 文字列

Lambda 関数のデッドレターキューターゲットとして設定する必要がある Amazon SQS および 
Amazon SNS ARN のカンマ区切りリストです。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

lambda-function-public-access-prohibited
Lambda リソースにアタッチされている AWS Lambda 関数ポリシーがパブリックアクセスを禁止してい
るかどうかを確認します。Lambda 関数ポリシーがパブリックアクセスを許可している場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、欧州 (スペイン)、
中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) を除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし
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AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

lambda-function-settings-check
ランタイム、ロール、タイムアウト、およびメモリサイズの AWS Lambda 関数設定が、予期されている
値と一致するかどうか確認します。このルールは、「Image」パッケージタイプを含む関数を無視しま
す。Lambda 関数の設定が期待値と一致しない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: LAMBDA_FUNCTION_SETTINGS_CHECK

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートさ
れているすべての AWS リージョン

パラメータ:

ランタイム, タイプ: CSV

AWS Lambda ランタイム値のカンマ区切りリスト。
ロール: (オプション), タイプ: 文字列。

AWS Lambda 実行ロールの名前または ARN
タイムアウト (オプション), タイプ: int, デフォルト: 3

AWS Lambda 関数のタイムアウト (秒)
memorySize (オプション), タイプ: int, デフォルト: 128

AWS Lambda 関数サイズ (メガバイト)

プロアクティブな評価
このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
    "MemorySize": Integer*, 
    "Role": String*, 
    "Runtime": String*, 
    "Timeout": Integer*

}  
...

* これらの入力の有効な値の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「MemorySize」、
「ロール」、「ランタイム」、「タイムアウト」を参照してください。

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。
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AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

lambda-inside-vpc
AWS Lambda 関数による Amazon Virtual Private Cloud へのアクセスが許可されているかどうかを確認し
ます。Lambda 関数で VPC が有効になっていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: LAMBDA_INSIDE_VPC

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) 
の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

subnetIds (オプション), 型: 文字列

Lambda 関数に関連付けることができるサブネット ID のカンマ区切りリスト。

プロアクティブな評価

このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "VpcConfig": { 
         "SubnetIds": "[SubnetId-1, SubnetId-2, SubnetId-3, ...]" 
   }
}  
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

lambda-vpc-multi-az-check
Lambda に複数のアベイラビリティーゾーンが関連付けられているかどうかを確認します。Lambda 
に 1 つのアベイラビリティーゾーンしか関連付けられていない場合、または関連付けられているアベ
イラビリティーゾーンの数がオプションのパラメータで指定されている数より少ない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT になります。
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[Identifier] (識別子): LAMBDA_VPC_MULTI_AZ_CHECK

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

availabilityZones (オプション), タイプ: int

期待されるアベイラビリティーゾーンの数です。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

mfa-enabled-for-iam-console-access
コンソールパスワードを使用するすべての AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーに対し
て、AWS多要素認証 (MFA) が有効になっているかどうかを確認します。MFA が有効の場合、このルール
は COMPLIANT です。

識別子: MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

MQ-非公開アクセス
Amazon MQ ブローカーがアクセス可能になります。Amazon MQ ブローカーで「PubliclyAccessible に」
が「有効」に設定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子:MQ_NO_PUBLIC_ACCESS

リソースタイAWS:: AmazonMQ:: ブローカー

トリガータイプ: 定期的
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AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、欧州 (ミラノ)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) を
除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

multi-region-cloudtrail-enabled
マルチリージョン AWS CloudTrail が少なくとも 1 つあることを確認します。追跡が入力パラメータと一
致しない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。ExcludeManagementEventSourcesフィールドが空
でない場合、またはAWSCloudTrail は、AWS KMSイベントまたは Amazon RDS データ API イベントのよ
うな管理イベントを除外するように構成される場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

s3BucketNames (オプション), 型: 文字列

AWS CloudTrail ログファイルの配信先 Amazon S3 バケットの名前。
snsTopicArn (オプション), 型: 文字列

AWS CloudTrail が通知に使用する Amazon SNS トピックARN。
cloudWatchLogsLogGroupArn (オプション), 型: 文字列

AWS CloudTrail にデータを送信するAmazon CloudWatch ロググループ ARN。
includeManagementEvents (オプション), タイプ：ブール値

AWS CloudTrail の管理イベントを含めるためのイベントセレクター。
readWriteType (オプション), 型: 文字列

記録するイベントのタイプ。有効な値は、ReadOnly、WriteOnly、ALL です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) の SSH/RDP 受信トラフィックに対するデフォルト
ポートが制限なしかどうかを確認します。NACL インバウンドエントリがポート 22 または 3389 について
ソース TCP または UDP CIDR ブロックを許可する場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。
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[Identifier] (識別子): NACL_NO_UNRESTRICTED_SSH_RDP

リソースタイプ: AWS::EC2::NetworkAcl

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

netfw-マルチ AZ 対応
AWSNetwork Firewall が複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされているかどうかを確認します。
ファイアウォールが 1 つのアベイラビリティーゾーンのみ、またはオプションのパラメータで指定されて
いる数より少ない数のゾーンにデプロイされている場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子:NETFW_MULTI_AZ_ENABLED

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

availabilityZones (オプション), タイプ: int

期待されるアベイラビリティーゾーンの数です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

netfw-policy-default-action-fragment-packets
AWS Network Firewall ポリシーが、フラグメント化されたパケットに対するユーザー定義のステートレ
スデフォルトアクションで設定されているかどうかを確認します。フラグメント化されたパケットのス
テートレスデフォルトアクションがユーザー定義のデフォルトアクションと一致しない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FRAGMENT_PACKETS

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
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トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

statelessFragmentDefaultActions, タイプ: CSV

値のカンマ区切りリスト。最大 2 つを選択できます。有効な値には、「aws:pass」、「aws:drop」、
「aws:forward_to_sfe」があります。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

netfw-policy-default-action-full-packets
AWS Network Firewall ポリシーが、完全なパケットに対するユーザー定義のデフォルトステートレスアク
ションで設定されているかどうかを確認します。完全なパケットのデフォルトステートレスアクションが
ユーザー定義のデフォルトステートレスアクションと一致しない場合、このルールは NON_COMPLIANT 
です。

識別子: NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FULL_PACKETS

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

statelessDefaultActions, タイプ: CSV

値のカンマ区切りリスト。最大 2 つを選択できます。有効な値には、「aws:pass」、「aws:drop」、
「aws:forward_to_sfe」があります。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

netfw-policy-rule-group-associated
AWS Network Firewall ポリシーが、ステートフル OR ステートレスルールグループに関連付けられている
ことを確認します。このルールは、ステートフルまたはステートレスルールグループが Network Firewall 
ポリシーに関連付けられていない場合、NON_COMPLIANT になります。いずれかのルールグループが存
在する場合は COMPLIANT になります。
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識別子: NETFW_POLICY_RULE_GROUP_ASSOCIATED

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

netfw-stateless-rule-group-not-empty
ステートレスネットワークファイアウォールのルールグループにルールが含まれているかどうかを確認
します。ステートレスネットワークファイアウォールのルールグループにルールがない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): NETFW_STATELESS_RULE_GROUP_NOT_EMPTY

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
クロスゾーンロードバランシングが Network Load Balancer (NLB) に対して有効になっているかどう
かを確認します。クロスゾーンロードバランシングが NLB に対して有効でない場合、このルールは 
NON_COMPLIANT になります。

識別子: NLB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
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トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

no-unrestricted-route-to-igw
ルートテーブルにデフォルト値以外の入力があるかどうかを確認します。IPv4 の場合は
「0.0.0.0/0」、IPv6 の場合は「:: /0」の CIDR ブロック、ターゲットは「igw-id」です。デフォルトのまま
の場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW

リソースタイプ: AWS::EC2::RouteTable

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

routeTableIds (オプション), タイプ: CSV

「0.0.0.0/0」または「:: /0」などの送信先 CIDR ブロックがあるインターネットゲートウェイへのルー
トを持つことができるルートテーブル ID のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

opensearch-access-control-enabled
きめ細かなアクセスコントロールが Amazon OpenSearch Service ドメインに設定されているかどうかを
チェックします。AdvancedSecurityOptions が OpenSearch Service ドメインに対して有効になっていない
場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

[Identifier:] (識別子:) OPENSEARCH_ACCESS_CONTROL_ENABLED

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

opensearch-audit-logging-enabled
Amazon OpenSearch Service ドメインで監査ログが有効になっているかどうかを確認しま
す。OpenSearch Service ドメインで監査ログが有効になっていない場合、ルールは NON_COMPLIANT で
す。

[Identifier:] (識別子:) OPENSEARCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

cloudWatchLogsLogGroupArnList (オプション), タイプ: CSV

監査ログ用に設定する必要がある Amazon CloudWatch Logs ロググループのカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

opensearch-data-node-fault-tolerance
Amazon OpenSearch Serviceのドメインが少なくとも 3 つのデータノードで構成さ
れ、zoneAwarenessEnabled が true であるかどうかをチェックします。'instanceCount' が 3 より小さい場
合、または 'zoneAwarenessEnabled' が 'false' に設定されている場合、OpenSearch ドメインのルールは 
NON_COMPLIANT です。

[Identifier:] (識別子:) OPENSEARCH_DATA_NODE_FAULT_TOLERANCE

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain
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トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

opensearch-encrypted-at-rest
Amazon OpenSearch Service ドメインで保管時の暗号化設定が有効になっているかどうかを確認しま
す。EncryptionAtRestOptions フィールドが有効でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

このルールは Elasticsearch ドメインを評価しません。

[Identifier:] (識別子:) OPENSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

opensearch-https-required
OpenSearch ドメインへの接続が HTTPS を使用しているかどうかをチェックします。Amazon 
OpenSearch ドメイン 'EnforceHTTPS' が 'true' でない場合、または 'true' であって 'TLSSecurityPolicy' が 
'tlsPolicies' でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

[Identifier:] (識別子:) OPENSEARCH_HTTPS_REQUIRED

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain
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トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

tlsPolicies (オプション), タイプ: CSV

Amazon OpenSearch ドメインに対してチェックする TLS セキュリティポリシーのカンマ区切りリス
ト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

opensearch-in-vpc-only
Amazon OpenSearch Service ドメインが Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内にあるかどう
かを確認します。OpenSearch Service ドメインのエンドポイントがパブリックである場合、ルールは 
NON_COMPLIANT になります。

Note

このルールは Elasticsearch ドメインを評価しません。

[Identifier] (識別子): OPENSEARCH_IN_VPC_ONLY

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

opensearch-logs-to-cloudwatch
Amazon OpenSearch Service ドメインが、Amazon CloudWatch Logs にログを送信するように設定されて
いるかどうかを確認します。ログ記録が設定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。
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Note

このルールは Elasticsearch ドメインを評価しません。

[Identifier:] (識別子:) OPENSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

logTypes (オプション), タイプ: CSV

有効になっているログのカンマ区切りリスト。有効な値は 「search」、「index」、「error」です。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

opensearch-node-to-node-encryption-check
Amazon OpenSearch Service ノードがエンドツーエンドで暗号化されているかどうかを確認します。ノー
ド間の暗号化がドメイン上で有効になっていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

このルールは Elasticsearch ドメインを評価しません。

[Identifier:] (識別子:) OPENSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
Amazon Relational Database Service (RDS) データベースインスタンスが、自動マイナーバージョンアッ
プグレードに設定されているかどうかを確認します。「autoMinorVersionUpgrade」の値が false の場合、
ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: RDS_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国
西部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS 
リージョン

パラメータ:

なし

プロアクティブな評価
このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
    "AutoMinorVersionUpgrade": BOOLEAN*, 
    "Engine": String*

}  
...

* これらの入力の有効な値の詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイドの
「AutoMinorVersionUpgrade and Engine」を参照してください。

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-cluster-default-admin-check
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースクラスターが管理者ユーザーネームを
そのデフォルト値から変更したかどうかを確認します。管理者ユーザーネームがデフォルト値に設定され
ている場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): RDS_CLUSTER_DEFAULT_ADMIN_CHECK

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

トリガータイプ: 設定変更

445

./evaluating-your-resources.html#evaluating-your-resources-proactive
./evaluating-your-resources.html#evaluating-your-resources-proactive
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_StartResourceEvaluation.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-rds-dbinstance.html#cfn-rds-dbinstance-autominorversionupgrade
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-rds-dbinstance.html#cfn-rds-dbinstance-engine
./evaluate-config-rules.html


AWS Config デベロッパーガイド
マネージドルールのリスト

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首
長国連邦)、南米 (サンパウロ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボ
ルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

validAdminUserNames (オプション), タイプ: CSV

Amazon RDS クラスターが使用できる管理者ユーザーネームのコンマ区切りのリストです。
「postgres」と「admin」はデフォルト値であるため、有効なユーザーネームとしてこれらのいずれか
を含めることはできません。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-cluster-deletion-protection-enabled
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) クラスターで削除保護が有効になっているかどうか
を確認します。RDS クラスターで削除保護が有効になっていない場合、ルールは NON_COMPLIANT で
す。

識別子: RDS_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国
連邦)、南米 (サンパウロ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされて
いるすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-cluster-iam-authentication-enabled
Amazon RDS クラスターで AWS Identity and Access Management (IAM) 認証が有効になっているかどう
かを確認します。RDS クラスターで IAM 認証が有効になっていない場合、ルールは NON_COMPLIANT 
です。

識別子: RDS_CLUSTER_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国
連邦)、南米 (サンパウロ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中
国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-cluster-multi-az-enabled
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) によって管理される Amazon Aurora および Hermes 
クラスターで、マルチ AZ レプリケーションが有効になっているかどうかを確認します。Amazon RDS イ
ンスタンスがマルチ AZ を使用して設定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: RDS_CLUSTER_MULTI_AZ_ENABLED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国
連邦)、南米 (サンパウロ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、欧
州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-db-security-group-not-allowed
デフォルトの DB セキュリティグループではない Amazon Relational Database Service (RDS) DB セキュ
リティグループが存在するかどうかを確認します。デフォルトの DB セキュリティグループではない DB 
セキュリティグループが存在する場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): RDS_DB_SECURITY_GROUP_NOT_ALLOWED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBSecurityGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 欧州 (アイルランド)、南米 (サンパウロ)、米国東部 (バージニア北部)、アジアパシ
フィック (東京)、米国西部 (オレゴン)、米国西部 (北カリフォルニア)、アジアパシフィック (シンガポー
ル)、アジアパシフィック (シドニー) リージョンのみで利用可能です。
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パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-enhanced-monitoring-enabled
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスに対して拡張モニタリングが有効に
なっているかどうかを確認します。

識別子: RDS_ENHANCED_MONITORING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョ
ンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

monitoringInterval (オプション), タイプ: int

データベースインスタンスに対して拡張モニタリングメトリクスが収集される場合のポイント間の整
数値 (秒)。有効な値は、1、5、10、15、30、および 60 です。

プロアクティブな評価

このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
    "MonitoringInterval": Integer*, 
    "Engine": String*

}  
...

* これらの入力の有効な値の詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイドの
「MonitoringInterval」と「Engine」を参照してください。

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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rds-instance-default-admin-check
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースが管理者ユーザーネームをそのデフォ
ルト値から変更したかどうかを確認します。このルールが実行されるのは RDS データベースインスタン
スのみです。管理者ユーザーネームがデフォルト値に設定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT 
になります。

[Identifier] (識別子): RDS_INSTANCE_DEFAULT_ADMIN_CHECK

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

validAdminUserNames (オプション), タイプ: CSV

Amazon RDS インスタンスが使用できる管理者ユーザーネームのカンマ区切りのリストです。
(「postgres」と「admin」はデフォルト値であるため、有効なユーザーネームとしてこれらのいずれ
かを含めることはできません。)

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-instance-deletion-protection-enabled
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスで削除保護が有効になっている
かどうかを確認します。Amazon RDS インスタンスで削除保護が有効になっていない場合、つまり
deletionProtection が false に設定されている場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

Warning

クラスター内の一部の RDS DB インスタンス (Aurora/DocumentDB) は、非準拠として表示され
ます。

識別子: RDS_INSTANCE_DELETION_PROTECTION_ENABLED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされてい
るすべての AWS リージョン

パラメータ:

databaseEngines (オプション), タイプ: CSV

ルールの評価に含める RDS データベースエンジンのカンマ区切りリスト。例:「mysql, postgres, 
mariadb」
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AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-instance-iam-authentication-enabled
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスで AWS Identity and Access 
Management (IAM) 認証が有効になっているかどうかを確認します。Amazon RDS インスタンスで AWS 
IAM 認証が有効になっていない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

Note

DB エンジンは「mysql」、「postgres」、「aurora」、「aurora-mysql」、「aurora-postgresql」
のいずれかである必要があります。DB インスタンスのステータスは、「available」(使用可能)、
「backing-up」(バックアップ中)、「storage-optimization」(ストレージ最適化)、「storage-full」
(ストレージ不足) のいずれかである必要があります。

識別子: RDS_INSTANCE_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、欧州 (スペイン)、欧州 (チュー
リッヒ) を除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-instance-public-access-check
Amazon Relational Database Service (RDS) インスタンスがパブリックアクセス可能になっていないかど
うかを確認します インスタンスの設定項目で publiclyAccessible フィールドが true の場合、ルールは 準拠
していません。

識別子: RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし
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プロアクティブな評価

このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "PubliclyAccessible": BOOLEAN
}  
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-in-backup-plan
Amazon RDS リソースタイプがバックアップのBackupAWS プランに存在するかどうかを確認しま
す。Amazon RDS データベースがどの AWS Backup のバックアッププランにも存在していない場合、
ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

ルールは Amazon Aurora DB インスタンスには適用されません。クラスターはサポートされませ
ん。

識別子: RDS_IN_BACKUP_PLAN

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud 
(米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) を除く、サポートされて
いるすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-last-backup-recovery-point-created
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のリカバリポイントが作成されたかどうかを確認し
ます。Amazon RDS インスタンスに対応するリカバリポイントが指定した期間内に作成されていない場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。
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識別子: RDS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon RDS インスタンスのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : 
"tagValue"})。

resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon RDS インスタンスの ID
recoveryPointAgeValue (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

最大許容期間の数値。時間は 744 以下、日は 31 以下。
recoveryPointAgeUnit (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

最大許容期間のための時間の単位。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-logging-enabled
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) の各ログが有効になっていることを確認します。ど
のログタイプも有効でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

DB インスタンスが「使用可能」、「バックアップ中」、「ストレージ最適化」、または「スト
レージフル」ステータスになっていない場合は、NOT_APPLICABLEと評価されます。

識別子: RDS_LOGGING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) を除く、
サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

additionalLogs (オプション), 型: StringMap

エンジン名とログタイプ名のカンマ区切りリスト。例: "additionalLogs": "oracle: general, slowquery ; 
aurora: alert, slowquery"
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AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-multi-az-support
RDS DB インスタンスの高可用性が有効になっているかどうかを確認します。

Amazon RDS のマルチ AZ 配置では、異なるアベイラビリティーゾーンに同期スタンバイレプリカが自動
的にプロビジョニングされて維持されます。詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの高可用性 
(マルチ AZ) を参照してください。

Note

このルールは、Amazon Aurora DB インスタンス、Amazon DocumentDB インスタンス、および 
Amazon Neptune DB インスタンスを評価しません。

識別子: RDS_MULTI_AZ_SUPPORT

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

プロアクティブな評価

このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
    "MultiAZ": BOOLEAN*, 
    "Engine": String*

}  
...

* これらの入力の有効な値の詳細については、 ユーザーガイドの「MemorySize」、「ロール」、「ランタ
イム」、「タイムアウト」を参照してください。

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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rds-resources-protected-by-backup-plan
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスがバックアップ計画で保護されている
かどうかを確認します。Amazon RDS データベースインスタンスがバックアップ計画の対象でない場合、
ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子:RDS_RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon RDS インスタンスのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : "tagValue"})
resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon RDS インスタンスの ID
crossRegionList (オプション), 型: 文字列

クロスリージョンバックアップコピーの保存先リージョンのカンマ区切りリスト
crossAccountList (オプション), 型: 文字列

クロスアカウントバックアップコピーを保持する宛先アカウントのカンマ区切りリスト
maxRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最大保持期間 (日数)
minRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最小保持期間 (日数)
backupVaultLockCheck (オプション), 型: 文字列

受け入れられる値: 「True」または「False」。ルールで、リソースがロックされたボールトにバック
アップされているかどうかをチェックするには、「True」と入力します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-snapshots-public-prohibited
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) スナップショットがパブリックかどうかを確
認します。既存および新規の Amazon RDS スナップショットがパブリックである場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

Note

コンプライアンス結果の取得には、最大 12 時間かかることがあります。
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識別子: RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBSnapshot、AWS::RDS::DBClusterSnapshot

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) を除く、
サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-snapshot-encrypted
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB スナップショットが暗号化されているか
どうかを確認します。Amazon RDS DB スナップショットが暗号化されていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBSnapshot、AWS::RDS::DBClusterSnapshot

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペ
イン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

rds-storage-encrypted
RDS DB インスタンスに対してストレージの暗号化が有効になっているかどうかを確認します。ストレー
ジの暗号化が有効になっていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: RDS_STORAGE_ENCRYPTED

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン
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パラメータ:

kmsKeyId (オプション), 型: 文字列

ストレージの暗号化に使用する KMS キー ID または Amazon リソースネーム (ARN)。

プロアクティブな評価

このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "StorageEncrypted": BOOLEAN
}  
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

redshift-audit-logging-enabled
Amazon Redshift クラスターが特定のバケットに対する監査を記録しているかどうかを確認しま
す。Redshift クラスターに対して監査ログが有効化されていない場合、または「bucketNames」パラメー
タが指定されているが、監査ログの送信先が一致しない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子: REDSHIFT_AUDIT_LOGGING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

bucketNames (オプション), タイプ: CSV

監査ログを保存するための Amazon S3 バケット名のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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redshift-backup-enabled
Amazon Redshift 自動スナップショットがクラスターに対して有効になっていることを確認し
ます。automatedSnapshotRetentionPeriod の値が MaxRetentionPeriod より大きいか
MinRetentionPeriod より小さい場合、または値が 0 の場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: REDSHIFT_BACKUP_ENABLED

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペ
イン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

MinRetentionPeriod (オプション), タイプ: int

保持期間の最小値。最小値は 1 です。
MaxRetentionPeriod (オプション), タイプ: int

保持期間の最大値。最大値は 35 です。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

redshift-cluster-configuration-check
Amazon Redshift クラスターに指定された設定があるかどうか確認します。

識別子: REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、
アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

clusterDbEncrypted, タイプ：ブール値, デフォルト: true

データベースの暗号化は有効になっています。
loggingEnabled, タイプ：ブール値, デフォルト: true

監査ログ記録は有効になっています。
nodeTypes (オプション), タイプ: CSV, デフォルト: dc1.large

ノードの種類を指定します。
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AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

redshift-cluster-kms-enabled
Amazon Redshift クラスターが指定された AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して暗
号化されているかどうかを確認します。暗号化が有効になっていて、クラスターが kmsKeyArn パラメー
タで指定されたキーで暗号化されている場合、ルールは COMPLIANT です。クラスターが暗号化されてい
ない場合、または別のキーで暗号化されている場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: REDSHIFT_CLUSTER_KMS_ENABLED

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

kmsKeyArns (オプション), タイプ: CSV

Amazon Redshift クラスターの暗号化に使用される AWS KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) 
のカンマ区切りのリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

redshift-cluster-maintenancesettings-check
Amazon Redshift クラスターに、指定されたメンテナンス設定があるかどうか確認します。

識別子: REDSHIFT_CLUSTER_MAINTENANCESETTINGS_CHECK

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボ
ルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS 
リージョン

パラメータ:

allowVersionUpgrade, タイプ：ブール値, デフォルト: true

バージョンアップグレードの許可が有効になっています。
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preferredMaintenanceWindow (オプション), 型: 文字列

クラスターのスケジュールされたメンテナンスウィンドウ (例: Mon:09:30-Mon:10:00)。
automatedSnapshotRetentionPeriod (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

自動スナップショットを保持する日数。

プロアクティブな評価
このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
    "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": Integer*, 
    "PreferredMaintenanceWindow": String*, 
    "AllowVersionUpgrade": BOOLEAN*

}  
...

* これらの入力値の有効値の詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイドの
「AutomatedSnapshotRetentionPeriod」、「PreferredMaintenanceWindow、および「バージョンアップ
グレードの許可」を参照してください。

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

redshift-cluster-public-access-check
Amazon Redshift クラスターがパブリックアクセス可能になっていないかどうかを確認します。クラス
ターの設定項目で publiclyAccessible フィールドが true の場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

Identifier: REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされてい
るすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

プロアクティブな評価
このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
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は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "PubliclyAccessible": BOOLEAN
}  
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

redshift-default-admin-check
Amazon Redshift クラスターが管理者ユーザーネームをそのデフォルト値から変更したかどうかを確認し
ます。Redshift クラスターの管理ユーザーネームが「awsuser」に設定されている、またはユーザーネー
ムがパラメータにリストされているものと一致しない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): REDSHIFT_DEFAULT_ADMIN_CHECK

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

validAdminUserNames (オプション), タイプ: CSV

Redshift クラスターが使用する管理者ユーザーネームのコンマ区切りのリストです。注意: 
「awsuser」はデフォルト値で、受け入れられません。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

redshift-default-db-name-check
Redshift クラスターがデータベース名をそのデフォルト値から変更したかどうかを確認します。Redshift 
クラスターのデータベース名が「dev」に設定されている場合、またはオプションのパラメータが指定さ
れているのにデータベース名が一致しない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: REDSHIFT_DEFAULT_DB_NAME_CHECK

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシ
フィック (大阪)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) を除くサポートさ
れているすべての AWS リージョン

パラメータ:

validDatabaseNames (オプション), タイプ: CSV

Redshift クラスターのデータベース名のカンマ区切りのリストです。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
Amazon Redshift クラスターで「enhancedVpcRouting」が有効になっているかどうかを確認します。
「enhancedVpcRouting」が有効でない場合、または configuration.enhancedVpcRouting フィールドが
「false」の場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: REDSHIFT_ENHANCED_VPC_ROUTING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国
西部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS 
リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

redshift-require-tls-ssl
Amazon Redshift クラスターで SQL クライアントに接続するための TLS/SSL 暗号化が必要であるかどう
かを確認します。Amazon Redshift クラスターでパラメータの require_SSL が true に設定されていない場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッ
ヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン
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パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

required-tags
指定したタグがリソースにあるかどうかを確認します。例えば、Amazon EC2 インスタンスに
CostCenter タグがあるかどうかを確認できます。複数の値はカンマで区切ります。一度に確認できるタ
グは 6 つまでです。

AWS- 管理の AWS Systems Manager 自動化ドキュメント AWS-SetRequiredTags は、このルールでは
修復としては機能しません。修復のために、独自のカスタム Systems Manager オートメーションドキュメ
ントを作成する必要があります。

Important

このルールに対してサポートされているリソースタイプは次のとおりです。

• ACM::Certificate
• AutoScaling::AutoScalingGroup
• CloudFormation::Stack
• CodeBuild::Project
• DynamoDB::Table
• EC2::CustomerGateway
• EC2::Instance
• EC2::InternetGateway
• EC2::NetworkAcl
• EC2::NetworkInterface
• EC2::RouteTable
• EC2::SecurityGroup
• EC2::Subnet
• EC2::Volume
• EC2::VPC
• EC2::VPNConnection
• EC2::VPNGateway
• ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• RDS::DBInstance
• RDS::DBSecurityGroup
• RDS::DBSnapshot
• RDS::DBSubnetGroup
• RDS::EventSubscription
• Redshift::Cluster
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• Redshift::ClusterParameterGroup
• Redshift::ClusterSecurityGroup
• Redshift::ClusterSnapshot
• Redshift::ClusterSubnetGroup
• S3::Bucket

識別子: REQUIRED_TAGS

リソースタイプ:
AWS::ACM::Certificate、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup、AWS::CloudFormation::Stack、AWS::CodeBuild::Project、AWS::DynamoDB::Table、AWS::EC2::CustomerGateway、AWS::EC2::Instance、AWS::EC2::InternetGateway、AWS::EC2::NetworkAcl、AWS::EC2::NetworkInterface、AWS::EC2::RouteTable、AWS::EC2::SecurityGroup、AWS::EC2::Subnet、AWS::EC2::Volume、AWS::EC2::VPC、AWS::EC2::VPNConnection、AWS::EC2::VPNGateway、AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer、AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer、AWS::RDS::DBInstance、AWS::RDS::DBSecurityGroup、AWS::RDS::DBSnapshot、AWS::RDS::DBSubnetGroup、AWS::RDS::EventSubscription、AWS::Redshift::Cluster、AWS::Redshift::ClusterParameterGroup、AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup、AWS::Redshift::ClusterSnapshot、AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup、AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

tag1Key, 型: 文字列, デフォルト: CostCenter

必須タグのキー。
tag1Value (オプション), タイプ: CSV

必須タグのオプションの値。複数の値はカンマで区切ります。
tag2Key (オプション), 型: 文字列

2 番目に必須のタグのキー。
tag2Value (オプション), タイプ: CSV

2 番目に必須のタグのオプションの値。複数の値はカンマで区切ります。
tag3Key (オプション), 型: 文字列

3 番目に必須のタグのキー。
tag3Value (オプション), タイプ: CSV

3 番目に必須のタグのオプションの値。複数の値はカンマで区切ります。
tag4Key (オプション), 型: 文字列

4 番目に必須のタグのキー。
tag4Value (オプション), タイプ: CSV

4 番目に必須のタグのオプションの値。複数の値はカンマで区切ります。
tag5Key (オプション), 型: 文字列

5 番目に必須のタグのキー。
tag5Value (オプション), タイプ: CSV

5 番目に必須のタグのオプションの値。複数の値はカンマで区切ります。
tag6Key (オプション), 型: 文字列

6 番目に必須のタグのキー。
tag6Value (オプション), タイプ: CSV

6 番目に必須のタグのオプションの値。複数の値はカンマで区切ります。
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AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

restricted-common-ports
使用中のセキュリティグループが、指定されたポートへの制限されていない受信 TCP トラフィックを不許
可にしているかどうかを確認します。受信 TCP 接続の IP アドレスが指定されたポートに制限されている
場合、このルールは COMPLIANT です。このルールは、IPv4 のみに適用されます。

識別子: RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているす
べての AWS リージョン

パラメータ:

blockedPort1 (オプション), タイプ: int, デフォルト: 20

ブロックされた TCP ポート番号。
blockedPort2 (オプション), タイプ: int, デフォルト: 21

ブロックされた TCP ポート番号。
blockedPort3 (オプション), タイプ: int, デフォルト: 3389

ブロックされた TCP ポート番号。
blockedPort4 (オプション), タイプ: int, デフォルト: 3306

ブロックされた TCP ポート番号。
blockedPort5 (オプション), タイプ: int, デフォルト: 4333

ブロックされた TCP ポート番号。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

root-account-hardware-mfa-enabled
AWS アカウントが、多要素認証 (MFA) ハードウェアデバイスを使用して、ルート認証情報でサインイン
できるようになっているかどうかを確認します。このルールは、ルート認証情報でサインインすることが
許可されている仮想 MFA デバイスがあれば NON_COMPLIANT です。

識別子: ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED

トリガータイプ: 定期的
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AWS リージョン: 中国 (北京)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされている
すべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

root-account-mfa-enabled
AWS アカウントのルートユーザーが多要素認証を使用してコンソールにサインインする必要があるかどう
かを確認します。

識別子: ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされている
すべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-account-level-public-access-blocks
必要なパブリックアクセスブロック設定がアカウントレベルから設定されているかどうかを確認しま
す。以下に設定されているフィールドが、設定項目の対応するフィールドと一致しない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT のみです。

Note

このルールを使用している場合は、S3 へのパブリックアクセスのブロックが有効になっている
ことを確認します。ルールは変更によってトリガーされるため、S3 へのパブリックアクセスのブ
ロックが有効になっていない限り、ルールは起動しません。S3 へのパブリックアクセスのブロッ
クが有効になっていない場合、ルールは INSUFFICIENT_DATA を返します。つまり、パブリック
バケットがまだいくつかある可能性があります。S3 へのパブリックアクセスのブロック設定の詳
細については、Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロックを参照してください。

識別子: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS

リソースタイプ: AWS::S3::AccountPublicAccessBlock

トリガータイプ: 設定変更 (現在のステータスはチェックされず、変更によって新しいイベントが生成され
る場合にのみ評価されます)
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Note

このルールは、S3 エンドポイントが配置されている特定のリージョンの設定変更によってのみト
リガーされます。他のすべてのリージョンでは、ルールは定期的にチェックされます。別のリー
ジョンで変更が行われた場合、ルールが NON_COMPLIANT を返すまでに遅延が発生する可能性
があります。

AWS リージョン: 中東 (バーレーン)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、ア
ジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) を除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

IgnorePublicAcls (オプション), 型: 文字列, デフォルト: True

IgnorePublicAcls の適用の有無。デフォルトは True
BlockPublicPolicy (オプション), 型: 文字列, デフォルト: True

BlockPublicPolicy の適用の有無。デフォルトは True
BlockPublicAcls (オプション), 型: 文字列, デフォルト: True

BlockPublicAcls の適用の有無。デフォルトは True
RestrictPublicBuckets (オプション), 型: 文字列, デフォルト: True

RestrictPublicBuckets の適用の有無。デフォルトは True

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-account-level-public-access-blocks-periodic
必要なパブリックアクセスのブロック設定がアカウントレベルから設定されているかどうかを確認しま
す。

識別子: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボ
ルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

IgnorePublicAcls (オプション), 型: 文字列

IgnorePublicAcls の適用の有無。デフォルトは True
BlockPublicPolicy (オプション), 型: 文字列

BlockPublicPolicy の適用の有無。デフォルトは True
BlockPublicAcls (オプション), 型: 文字列

BlockPublicAcls の適用の有無。デフォルトは True
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RestrictPublicBuckets (オプション), 型: 文字列

RestrictPublicBuckets の適用の有無。デフォルトは True

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-acl-prohibited
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットが、アクセスコントロールリスト (ACL) 経由での
ユーザー許可を許容するかどうかを確認します。Amazon S3 バケットでのユーザーアクセスに ACL が設
定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): S3_BUCKET_ACL_PROHIBITED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットポリシーが、バケット内のリソースで他の AWS 
アカウントのプリンシパルにして、ブロッククリストに登録されたバケットレベルおよびオブジェクト
レベルのアクションを許可していないことを確認します。例えば、このルールでは、Amazon S3 バケッ
トポリシーが、別の AWS アカウントのバケット内のオブジェクトで s3:GetBucket* アクションと
s3:DeleteObject のいずれの実行も許可していないことを確認します。ブロックリストに登録されてい
るアクションが Amazon S3 バケットポリシーによって許可されている場合、ルールは NON_COMPLIANT 
です。

Note

このルールでは、Principal プロパティ内のエンティティのみがチェックされ、ポリシーの 
Condition プロパティの条件は考慮されません。

Identifier: S3_BUCKET_BLACKLISTED_ACTIONS_PROHIBITED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン
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パラメータ:

blacklistedActionPattern, タイプ: CSV

ブラックリストに登録されているアクションのパターン (例: s3:GetBucket* および s3:DeleteObject) 
のカンマ区切りのリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-default-lock-enabled
Amazon S3 バケットのロックが デフォルトで有効になっているかどうかを確認します。ロックが有効で
ない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: S3_BUCKET_DEFAULT_LOCK_ENABLED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

mode (オプション), 型: 文字列

モード: (オプション): 有効な値 (GOVERNANCE または COMPLIANCE) を持つモードパラメータ。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-level-public-access-prohibited
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットがパブリックアクセス可能かどうかを確認しま
す。Amazon S3 バケットが excludedPublicBuckets パラメータとバケットレベルの設定にリストされ
ていない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: S3_BUCKET_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 
(スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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excludedPublicBuckets (オプション), タイプ: CSV

許可されている既知のパブリック Amazon S3 バケット名のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-logging-enabled
S3 バケットに対してログ記録が有効になっているかどうか確認します。ログ記録が有効でない場合、ルー
ルは NON_COMPLIANT です。

識別子: S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

targetBucket (オプション), 型: 文字列

サーバーアクセスログの保存先の S3 バケット。
targetPrefix (オプション), 型: 文字列

サーバーアクセスログの保存先である S3 バケットのプレフィックス。

プロアクティブな評価
このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "BucketName": "my-bucket", 
   "LoggingConfiguration": { 
         "DestinationBucketName": "my-log-bucket", 
         "LogFilePrefix":"my-log" 
   }
}
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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s3-bucket-policy-grantee-check
Amazon S3 バケットによって許可されたアクセスが、指定した任意の AWS プリンシパル、フェデレー
ティッドユーザー、サービスプリンシパル、IP アドレス、または VPC によって制限されていることを確
認します。バケットポリシーが存在しない場合、ルールは COMPLIANT です。

例えば、ルールの入力パラメータが 111122223333 および 444455556666 という 2 つのプリンシパル
のリストで、バケットポリシーでは、111122223333 のみがバケットにアクセスできると指定している
場合、ルールは COMPLIANT です。同じ入力パラメータのときに、バケットポリシーで 111122223333
および 444455556666 がバケットにアクセスできると指定している場合も準拠しています。ただし、バ
ケットポリシーで、999900009999 がバケットにアクセスできると指定している場合、ルールは NON-
COMPLIANT です。

Note

バケットポリシーに複数のステートメントが含まれている場合、バケットポリシーの各ステート
メントはこのルールに対して評価されます。

識別子: S3_BUCKET_POLICY_GRANTEE_CHECK

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

awsPrincipals (オプション), タイプ: CSV

IAM ユーザー ARN、IAM ロール ARN、AWS アカウントなどのプリンシパルのカンマ区切りリスト。
例: 「arn:aws:iam::111122223333:user/Alice, arn:aws:iam::444455556666:role/Bob, 123456789012」

servicePrincipals (オプション), タイプ: CSV

サービスプリンシパルのカンマ区切りリスト。例: 「cloudtrail.amazonaws.com, 
lambda.amazonaws.com」

federatedUsers (オプション), タイプ: CSV

Amazon Cognito、SAML ID プロバイダーなど、ウェブ ID フェデレーションの アイデン
ティティ プロバイダーのカンマ区切りリスト。例: 「cognito-identity.amazonaws.com, 
arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/my-provider」

ipAddresses (オプション), タイプ: CSV

CIDR 形式の IP アドレスのカンマ区切りリスト。例: 「10.0.0.1, 192.168.1.0/24, 2001:db8::/32」
vpcIds (オプション), タイプ: CSV

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ID のカンマ区切りリスト。例: 「vpc-1234abc0, vpc-
ab1234c0」

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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s3-bucket-policy-not-more-permissive
Amazon Simple Storage Service バケットポリシーが、指定するコントロール Amazon S3 バケットポリ
シー以外でアカウント間の他のアクセスを許可していないことを確認します。

Note

無効なパラメータ値を指定した場合、次のエラーが表示されます。「controlPolicy パラメータの
値は Amazon S3 バケットポリシーである必要があります。」

識別子: S3_BUCKET_POLICY_NOT_MORE_PERMISSIVE

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック 
(メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべて
の AWS リージョン

パラメータ:

controlPolicy, 型: 文字列

S3 バケットのアクセス許可の上限値を定義する Amazon S3 バケットのポリシー。ポリシーには最大 
1024 文字を含めることができます。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-public-read-prohibited
Amazon S3 バケットでパブリック読み取りアクセスが許可されていないかどうかを確認します。このルー
ルは、パブリックアクセスのブロック設定、バケットポリシー、およびバケットアクセスコントロールリ
スト (ACL) を確認します。

次の両方に該当するときはこのルールに準拠しています。

• Block Public Access 設定では、パブリックポリシーが制限されるか、またはバケットポリシーでパブ
リックの読み取りアクセスが許可されません。

• Block Public Access 設定では、パブリックの ACL が制限されるか、または ACL でパブリックの読み取
りアクセスが許可されません。

このルールは次の場合に準拠されません。

• パブリックアクセスのブロック設定でパブリックポリシーが制限されていない場合、AWS Config はポ
リシーでパブリック読み取りアクセスが許可されているかどうかを評価します。ポリシーがパブリック
の読み取りアクセスを許可している場合、このルールは準拠していません。

• パブリックアクセスのブロック設定でパブリックのバケット ACL が制限されていない場合、AWS 
Config はバケット ACL でパブリック読み取りアクセスが許可されているかどうかを評価します。バ
ケット ACL でパブリック読み取りアクセスが許可されている場合、ルールは非準拠です。

識別子: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
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リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更および定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-public-write-prohibited
Amazon S3 バケットでパブリック書き込みアクセスが許可されていないかどうかを確認します。このルー
ルは、パブリックアクセスのブロック設定、バケットポリシー、およびバケットアクセスコントロールリ
スト (ACL) を確認します。

次の両方に該当するときはこのルールに準拠しています。

• Block Public Access 設定でパブリックポリシーが制限されているか、またはバケットポリシーでパブ
リックの書き込みアクセスが許可されません。

• Block Public Access 設定でパブリック ACL が制限されているか、またはバケット ACL でパブリックの
書き込みアクセスが許可されません。

このルールは次の場合に準拠されません。

• パブリックアクセスのブロック設定でパブリックポリシーが制限されていない場合、AWS Config はポ
リシーでパブリック書き込みアクセスが許可されているかどうかを評価します。ポリシーでパブリック
の書き込みアクセスが許可されている場合、このルールは非準拠です。

• パブリックアクセスのブロック設定でパブリックバケット ACL が制限されていない場合、AWS Config 
はバケット ACL でパブリック書き込みアクセスが許可されているかどうかを評価します。バケット 
ACL でパブリックの書き込みアクセスが許可されている場合、このルールは非準拠です。

Note

このルールは、アカウントレベルのパブリックブロックアクセスに対する変更を評価しません。
必要なパブリックアクセスブロックの設定がアカウントレベルから設定されているかどうかを確
認するには、「s3-account-level-public-access-blocks」および「s3-account-level-public-access-
blocks-periodic」を参照してください。

識別子: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更および定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-replication-enabled
Amazon S3 バケットでレプリケーションルールが有効になっているかどうかを確認します。S3 バケット
にレプリケーションルールがない、または有効化されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: S3_BUCKET_REPLICATION_ENABLED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

レプリケーションタイプ (オプション), 型: 文字列

指定できる値は、「CROSS-REGION」と「SAME-REGION」です。ルールに「CROSS-REGION」
と入力して、すべてのバケットで Cross-Region レプリケーションのみが有効になっていることを確
認します。ルールに「SAME-REGION」と入力して、すべてのバケットで Same-Region レプリケー
ションのみが有効になっていることを確認します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-server-side-encryption-enabled
Amazon S3 バケットで S3 のデフォルトの暗号化が有効になっていること、または S3 バケットポ
リシーが AES-256 または put-object を使用するサーバー側の暗号化を使用していない AWS Key 
Management Service リクエストを明示的に拒否することを確認します。Amazon S3 バケットが、デフォ
ルトで暗号化されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし
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AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-ssl-requests-only
Amazon S3 バケットに、Secure Socket Layer (SSL) を使用するリクエストを要求するポリシーがあるか
どうか確認します。HTTP リクエストへのアクセスを明示的に拒否する場合、ルールは COMPLIANT で
す。バケットポリシーが HTTP リクエストを許可している場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイ
ン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-bucket-versioning-enabled
S3 バケットに対してバージョニングが有効になっているかどうかを確認します。オプションで、S3 バ
ケットに対して MFA 削除が有効になっているかどうかを確認します。

識別子: S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

isMfaDeleteEnabled (オプション), 型: 文字列

S3 バケットに対して MFA 削除が有効になっています。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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s3-default-encryption-kms
Amazon S3 バケットが AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化されているかどうかを確認
します。Amazon S3 バケットが AWS KMS キーで暗号化されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT 
です。

識別子: S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除
く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

kmsKeyArns (オプション), タイプ: CSV

Amazon S3 バケットの暗号化で使用が許可されている AWS KMS キー ARN のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-event-notifications-enabled
S3 バケットで Amazon S3 イベント通知が有効になっているかどうかを確認します。S3 イベント
通知がバケットに設定されていない場合、またはイベントタイプまたは宛先が eventTypes および 
destinationArn パラメータと一致しない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子: S3_EVENT_NOTIFICATIONS_ENABLED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、中国 (寧夏)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、
アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪) を除くサポートされているすべての AWS 
リージョン

パラメータ:

destinationArn (オプション), 型: 文字列

イベント通知の送信先の Amazon リソースネーム (ARN) (Amazon SNS トピック、AWS 
Lambda、Amazon SQS キュー)。

eventTypes (オプション), タイプ: CSV

優先された Amazon S3 イベントタイプのカンマ区切りリスト

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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s3-last-backup-recovery-point-created
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のリカバリポイントが作成されたかどうかを確認しま
す。Amazon S3 バケットに対応するリカバリポイントが指定した期間内に作成されていない場合、ルール
は NON_COMPLIANT です。

識別子: S3_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon S3 バケットのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : "tagValue"})。
resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon S3 バケットの名前。
recoveryPointAgeValue (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

最大許容期間の数値。時間は 744 以下、日は 31 以下。
recoveryPointAgeUnit (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

最大許容期間のための時間の単位。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-lifecycle-policy-check
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのライフサイクルルールが設定されているかどう
かを確認します。アクティブなライフサイクル設定ルールがない場合、または設定がパラメータ値と一致
しない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: S3_LIFECYCLE_POLICY_CHECK

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、中国 (寧夏)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、
アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪) を除くサポートされているすべての AWS 
リージョン

パラメータ:

targetTransitionDays (オプション), タイプ: int

オブジェクトが、その作成後、指定されたストレージクラスに移行するまでの日数 (例: 30 日)。
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targetExpirationDays (オプション), タイプ: int

オブジェクトが作成されてから削除されるまでの日数 (例: 395 日)。
targetTransitionStorageClass (オプション), 型: 文字列

送信先ストレージクラスのタイプ (例: Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)。詳
細については、https: //docs.aws.amazon.com/amazons3/latest/dev/storage-class-intro.html を参照し
てください。

targetPrefix (オプション), 型: 文字列

1 つ以上のオブジェクトを識別するための Amazon S3 オブジェクトプレフィックス。
bucketNames (オプション), タイプ: CSV

ライフサイクルポリシーが有効化されている Amazon S3 バケット名のカンマ区切りのリストです。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-resources-protected-by-backup-plan
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットがバックアッププランで保護されているかどうか
を確認します。Amazon S3 バケットがバックアップ計画の対象でない場合、ルールは NON_COMPLIANT 
です。

識別子: S3_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon S3 バケットのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : "tagValue"})。
resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Amazon S3 バケットの名前。
crossRegionList (オプション), 型: 文字列

クロスリージョンバックアップコピーの保存先リージョンのカンマ区切りリスト
crossAccountList (オプション), 型: 文字列

クロスアカウントバックアップコピーを保持する宛先アカウントのカンマ区切りリスト
maxRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最大保持期間 (日数)
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minRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最小保持期間 (日数)
backupVaultLockCheck (オプション), 型: 文字列

受け入れられる値: 「True」または「False」。ルールで、リソースがロックされたボールトにバック
アップされているかどうかをチェックするには、「True」と入力します。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

s3-version-lifecycle-policy-check
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のバージョニングが有効化されたバケットにライフサイク
ルポリシーが設定されているかどうかを確認します。Amazon S3 ライフサイクルポリシーが有効化されて
いない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): S3_VERSION_LIFECYCLE_POLICY_CHECK

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

bucketNames (オプション), タイプ: CSV

ライフサイクルポリシーが有効化されている Amazon S3 バケット名のカンマ区切りのリストです。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
Amazon SageMaker エンドポイント設定に対して AWS Key Management Service (KMS) キーが設定され
ているかどうかを確認します。Amazon SageMaker エンドポイントの設定に対して 'KmsKeyId' が指定さ
れていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チュー
リッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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kmsKeyArns (オプション), 型: 文字列

Amazon SageMaker エンドポイント設定で許可されている特定の AWS KMS キー ARN のカンマ区切
りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
Amazon SageMaker ノートブックインスタンスが VPC 内または承認されたサブネットのリスト内のどち
らで起動されているのかを確認します。ノートブックインスタンスが VPC 内で起動されていない場合、ま
たはサブネット ID がパラメータリストに含まれていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_INSIDE_VPC

リソースタイプ: AWS::SageMaker::NotebookInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

subnetIds (オプション), タイプ: CSV

ノートブックインスタンスを起動できるサブネット ID のカンマ区切りリストです。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
Amazon SageMaker ノートブックインスタンスに対して AWS Key Management Service (KMS) キーが設
定されているかどうかを確認します。Amazon SageMaker ノートブックインスタンスに対して 'KmsKeyId' 
が指定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チュー
リッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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kmsKeyArns (オプション), 型: 文字列

AWS Amazon SageMaker ノートブックインスタンスで許可されている KMS キー ARN のカンマ区切
りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

sagemaker-notebook-instance-root-access-check
Amazon SageMaker ノートブックインスタンスで Amazon SageMaker RootAccess 設定が有効になってい
るかどうかを確認します。Amazon SageMaker ノートブックインスタンスで RootAccess が「有効」に設
定されている場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_ROOT_ACCESS_CHECK

リソースタイプ: AWS::SageMaker::NotebookInstance

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
Amazon SageMaker ノートブックインスタンスで直接インターネットアクセスが無効になっているかどう
かを確認します。Amazon SageMaker ノートブックインスタンスがインターネット対応の場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラブ首長国連
邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボル
ン)、欧州 (ミラノ)、AWS GovCloud (米国東部)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを
除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし
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AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

secretsmanager-rotation-enabled-check
AWS Secrets Manager のシークレットでローテーションが有効になっているかどうかを確認します。こ
のルールでは、オプションの maximumAllowedRotationFrequency パラメータも確認されます。 パラ
メータが指定されている場合、シークレットのローテーション頻度は許可されている最大頻度と比較され
ます。シークレットのローテーションがスケジュールされていない場合、ルールは NON_COMPLIANT で
す。ローテーション頻度が maximumAllowedRotationFrequency パラメータで指定された数よりも高い場
合も、ルールは NON_COMPLIANT になります。

Note

最初の評価から 4 時間以内にこのルールを再評価しても結果には影響しません。

識別子: SECRETSMANAGER_ROTATION_ENABLED_CHECK

リソースタイプ: AWS::SecretsManager::Secret

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

maximumAllowedRotationFrequency (オプション), タイプ: int

シークレットの最大許容ローテーション頻度 (日数)。
maximumAllowedRotationFrequencyInHours (オプション), タイプ: int

シークレットの最大許容ローテーション頻度 (時間)。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
AWS Secrets Manager のシークレットがローテーションスケジュールに従って正常にローテーションされ
たかを確認します。Secrets Manager はローテーションが行われる日付を計算します。日付が過ぎてシー
クレットがローテーションされるまで、ルールは NON_COMPLIANT です。

Note

ローテーションされていないシークレットの場合、ルールは NOT_APPLICABLE を返します。

識別子: SECRETSMANAGER_SCHEDULED_ROTATION_SUCCESS_CHECK

リソースタイプ: AWS::SecretsManager::Secret

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:
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なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

secretsmanager-secret-periodic-rotation
AWS Secrets Manager のシークレットが過去に指定された日数でローテーションされているかどうかを
確認します。シークレットが maxDaysSinceRotation の日数を超えてローテーションされていない場合、
ルールは NON_COMPLIANT です。デフォルト値は 90 日です。

識別子: SECRETSMANAGER_SECRET_PERIODIC_ROTATION

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除くサポートされているすべ
ての AWS リージョン

パラメータ:

maxDaysSinceRotation (オプション), タイプ: int

シークレットが変更されない最大日数。デフォルト値は 90 日です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

secretsmanager-secret-unused
AWS Secrets Manager のシークレットが、指定された日数以内にアクセスされているかどうかを確
認します。シークレットが「unusedForDays」の日数以内にアクセスされていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。デフォルト値は 90 日です。

識別子: SECRETSMANAGER_SECRET_UNUSED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除くサポートされているすべ
ての AWS リージョン

パラメータ:

unusedForDays (オプション), タイプ: int

シークレットを未使用のままにできる日数。デフォルト値は 90 日です。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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secretsmanager-using-cmk
AWS Secrets Manager のすべてのシークレットを AWS マネージドキー (aws/secretsmanager)、また
は AWS Key Management Service (AWS KMS) で作成したカスタマーマネージド型キーを使用して、暗号
化しているかどうかを確認します。シークレットが、カスタマーマネージド型キーを使用して暗号化され
ている場合、このルールは COMPLIANT です。シークレットが aws/secretsmanager を使用して暗号
化されている場合、このルールは COMPLIANT です。

識別子: SECRETSMANAGER_USING_CMK

リソースタイプ: AWS::SecretsManager::Secret

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) を除
くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

kmsKeyArns (オプション), タイプ: CSV

暗号化にキーが使用されているかどうかを確認するための KMS キーの Amazon リソースネーム 
(ARN) のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

securityhub-enabled
AWS アカウントに対して AWS Security Hub が有効になっていることを確認します。AWS Security Hub 
が有効でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子:: SECURITYHUB_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィッ
ク (メルボルン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除
く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

security-account-information-provided
AWS アカウントの連絡先にセキュリティの連絡先情報を提供したかどうかを確認します。アカウント内の
セキュリティの連絡先情報が指定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。
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識別子: SECURITY_ACCOUNT_INFORMATION_PROVIDED

リソースタイプ: AWS::::Account

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、中国 (寧夏) の各リージョンを除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

service-vpc-endpoint-enabled
ルールパラメータで指定されたサービスのサービスエンドポイントが Amazon VPC ごとに作成されるかど
うかを確認します。サービス用に作成された VPC エンドポイントが Amazon VPC にない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT を返します。

識別子: SERVICE_VPC_ENDPOINT_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、欧州 (ミラノ) を除くサ
ポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

serviceName, 型: 文字列

サービスの短縮名またはサフィックス。注意: 使用可能なサービス名または有効なサフィックスのリス
トを取得するには、DescribeVpcEndpointServices を使用します。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

SES-マルウェアスキャン対応
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、メッセージ受信時のマルウェアおよびスパムス
キャンが有効になっているかどうかを確認します。マルウェアおよびスパムのスキャンが有効になってい
ない場合、ルールは NON_COLIANT です。

識別子:SES_不正プログラム_スキャン_有効

リソースタイプ:AWS:: SES:: ReceiptRule

トリガータイプ: 定期的

米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)
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パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

shield-advanced-enabled-autorenew
AWS アカウントで AWS Shield Advanced が有効になっていて、サブスクリプションが自動的に更新され
るように設定されているかどうかを確認します。

Note

AWS Shield Advanced の API エンドポイントは米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利
用できます。このルールは、米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ実行されるようにスケ
ジュールする必要があります。

識別子: SHIELD_ADVANCED_ENABLED_AUTORENEW

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

shield-drt-access
Shield レスポンスチーム (SRT) がお使いの AWS アカウントにアクセスできるかどうかを確認しま
す。AWS Shield Advanced が有効になっていても SRT アクセスのロールが設定されていない場合、ルー
ルは NON_COMPLIANT です。

識別子: SHIELD_DRT_ACCESS

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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sns-encrypted-kms
Amazon SNS トピックが AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化されているかど
うかを確認します。Amazon SNS トピックが AWS KMS で暗号化されていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。暗号化された KMS キーが kmsKeyIds 入力パラメータに存在しない場合も、
ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: SNS_ENCRYPTED_KMS

リソースタイプ: AWS::SNS::Topic

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハ
イデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、欧州 (スペイン)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

kmsKeyIds (オプション), タイプ: CSV

Amazon SNS バケットの暗号化に使用できる AWS KMS キー ARN のカンマ区切りリスト。

プロアクティブな評価
このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "KmsMasterKeyId": "my-kms-key-Id"
}  
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

sns-topic-message-delivery-notification-enabled
エンドポイントのトピックに送信される通知メッセージの配信ステータスについて、Amazon Simple 
Notification Service (SNS) ログが有効になっているかどうかを確認します。メッセージの配信ステータス
通知が有効でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: SNS_TOPIC_MESSAGE_DELIVERY_NOTIFICATION_ENABLED

リソースタイプ: AWS::SNS::Topic

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
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GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

ssm-document-not-public
アカウントが所有する AWS Systems Manager ドキュメントがパブリックであるかどうかを確認し
ます。所有者が「Self」になっている SSM ドキュメントがパブリックである場合、このルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

storagegateway-last-backup-recovery-point-created
AWS Storage Gateway ボリュームのリカバリポイントが作成されたかどうかを確認します Storage 
Gateway ボリュームに対応するリカバリポイントが、指定した期間内に作成されていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: STORAGEGATEWAY_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

リソースタイプ: AWS::StorageGateway::Volume

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Storage Gateway ボリュームのタグ (JSON 形式 {"tagkey" : 
"tagValue"})。
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resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Storage Gateway ボリュームの ID。
recoveryPointAgeValue (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

最大許容期間の数値。時間は 744 以下、日は 31 以下。
recoveryPointAgeUnit (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

最大許容期間のための時間の単位。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
AWS Storage Gateway ボリュームがバックアップ計画で保護されているかどうかを確認します。Storage 
Gateway ボリュームがバックアップ計画の対象でない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: STORAGEGATEWAY_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

リソースタイプ: AWS::StorageGateway::Volume

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Storage Gateway ボリュームのタグ (JSON 形式 )。
resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの Storage Gateway ボリュームの ID。
crossRegionList (オプション), 型: 文字列

クロスリージョンバックアップコピーの保存先リージョンのカンマ区切りリスト
crossAccountList (オプション), 型: 文字列

クロスアカウントバックアップコピーを保持する宛先アカウントのカンマ区切りリスト
maxRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最大保持期間 (日数)
minRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最小保持期間 (日数)
backupVaultLockCheck (オプション), 型: 文字列

受け入れられる値: 「True」または「False」。ルールで、リソースがロックされたボールトにバック
アップされているかどうかをチェックするには、「True」と入力します。
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AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

subnet-auto-assign-public-ip-disabled
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) サブネットにパブリック IP アドレスが割り当てられている
かどうかを確認します。Amazon VPC にパブリック IP アドレスが割り当てられているサブネットがない
場合、ルールは COMPLIANT です。Amazon VPC にパブリック IP アドレスが割り当てられているサブ
ネットがある場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

リソースタイプ: AWS::EC2::Subnet

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、AWS GovCloud (米国東
部)、AWS GovCloud (米国西部) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

プロアクティブな評価
このルールをプロアクティブモードで実行する手順については、「AWS Config ルールでのリソー
スの評価」を参照してください。このルールがプロアクティブモードで COMPLIANT を返すに
は、StartResourceEvaluation API のリソース設定スキーマに、文字列としてエンコードされた次の入力を
含める必要があります。

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "MapPublicIpOnLaunch": BOOLEAN
}  
...

プロアクティブ評価の詳細については、「評価モード」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
AWS Backup-Gateway VirtualMachines のリカバリポイントが作成されたかどうかを確認します。AWS 
Backup-Gateway VirtualMachines に対応するリカバリポイントが指定した期間内に作成されていない場
合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: VIRTUALMACHINE_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

リソースタイプ: AWS::BackupGateway::VirtualMachine

トリガータイプ: 定期的
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AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの AWS Backup-Gateway VirtualMachines のタグ (JSON 形式 {"tagkey" : 
"tagValue"})。

resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの AWS Backup-Gateway VirtualMachine の ID。
recoveryPointAgeValue (オプション), タイプ: int, デフォルト: 1

最大許容期間の数値。時間は 744 以下、日は 31 以下。
recoveryPointAgeUnit (オプション), 型: 文字列, デフォルト:日単位

最大許容期間のための時間の単位。受け入れられる値:[時間]、[日]

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
AWS Backup-Gateway VirtualMachines が、バックアップ計画で保護されているかどうかをチェックしま
す。Backup-Gateway VirtualMachine がバックアップ計画の対象でない場合、ルールは NON_COMPLIANT 
です。

識別子: VIRTUALMACHINE_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

リソースタイプ: AWS::BackupGateway::VirtualMachine

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

resourceTags (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの AWS Backup-Gateway VirtualMachines 用のタグ (JSON 形式 {"tagkey" : 
"tagValue"})。

resourceld (オプション), 型: 文字列

チェックするルールの AWS Backup-Gateway VirtualMachine の ID。
crossRegionList (オプション), 型: 文字列

クロスリージョンバックアップコピーの保存先リージョンのカンマ区切りリスト
crossAccountList (オプション), 型: 文字列

クロスアカウントバックアップコピーを保持する宛先アカウントのカンマ区切りリスト
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maxRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最大保持期間 (日数)
minRetentionDays (オプション), タイプ: int

バックアップボールトロックの最小保持期間 (日数)
backupVaultLockCheck (オプション), 型: 文字列

受け入れられる値: 「True」または「False」。ルールで、リソースがロックされたボールトにバック
アップされているかどうかをチェックするには、「True」と入力します。

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

vpc-default-security-group-closed
任意の Amazon Virtual Private Cloud (VPC) のデフォルトのセキュリティグループがインバウンドまた
はアウトバウンドのトラフィックを許可していないかどうかを確認します。セキュリティグループが
デフォルトでない場合、ルールは NOT_APPLICABLE を返します。デフォルトのセキュリティグルー
プに 1 つ以上のインバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックがある場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

Note

Amazon VPC の削除の一環として削除されるデフォルトのセキュリティグループなどの関連リ
ソースは、AWS Configレコードが削除されるまでに時間がかかる場合があります。その結果、デ
フォルトのセキュリティグループやその他の関連リソースがすべて削除または修正された場合で
も、次のアカウントベースラインプロセスまでルールが NON_COMPLIANT を報告する可能性が
あります。

識別子: VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (メルボルン) リージョンを除く、サポートされているすべての 
AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

vpc-flow-logs-enabled
Amazon Virtual Private Cloud フローログが見つかったかどうか、および Amazon VPC に対して有効に
なっているかどうかを確認します。

識別子: VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
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トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: アジアパシフィック (メルボルン) リージョンを除く、サポートされているすべての 
AWS リージョン

パラメータ:

trafficType (オプション), 型: 文字列

フローログの TrafficType

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

vpc-network-acl-unused-check
未使用のネットワークアクセスコントロールリスト (ネットワーク ACL) があるかどうかを確認します。各
ネットワーク ACL がサブネットに関連付けられている場合、ルールは COMPLIANT です。ネットワーク 
ACL がサブネットに関連付けられていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: VPC_NETWORK_ACL_UNUSED_CHECK

リソースタイプ: AWS::EC2::NetworkAcl

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪)、AWS GovCloud (米国東
部)、AWS GovCloud (米国西部) を除くサポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

vpc-peering-dns-resolution-check
アクセプタ/リクエスタ VPC からプライベート IP への DNS 解決が有効かどうかを確認します。
このルールは、アクセプタ/リクエスタ VPC からプライベート IP への DNS 解決が有効でない場
合、NON_COMPLIANT になります。

識別子: VPC_PEERING_DNS_RESOLUTION_CHECK

リソースタイプ: AWS::EC2::VPCPeeringConnection

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン
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パラメータ:

vpcIds (オプション), タイプ: CSV

確認する VPC ID のカンマ区切りのリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
インバウンド 0.0.0.0/0 のセキュリティグループに TCP または UDP ポートでアクセス可能かどうかを確
認します。インバウンド 0.0.0.0/0 のセキュリティグループにアクセス可能なポートがあり、これがルール
パラメータで指定されていない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: VPC_SG_OPEN_ONLY_TO_AUTHORIZED_PORTS

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大阪) を除くサポートされてい
るすべての AWS リージョン

パラメータ:

authorizedTcpPorts (オプション), 型: 文字列

0.0.0.0/0 へのオープンが許可されている TCP ポートのカンマ区切りリスト。範囲はダッシュで定義
されます (例:「443,1020-1025」)。

authorizedUdpPorts (オプション), 型: 文字列

0.0.0.0/0 へのオープンが許可されている UDP ポートのカンマ区切りリスト。範囲はダッシュで定義
されます (例:「500,1020-1025」)。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

vpc-vpn-2-tunnels-up
AWS Site-to-Site VPN が提供する両方の VPN トンネルが UP ステータスであることを確認します。1 つま
たは両方のトンネルのステータスが DOWN の場合、ルールは NON_COMPLIANT を返します。

識別子: VPC_VPN_2_TUNNELS_UP

リソースタイプ: AWS::EC2::VPNConnection

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、中国 (寧夏)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (大
阪)、中東 (バーレーン) を除くサポートされているすべての AWS リージョン
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パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

wafv2-logging-enabled
AWS ウェブアプリケーションファイアウォール (WAFV2) のリージョンおよびグローバルウェブアクセス
コントロールリスト (ACL) でログ記録が有効になっているかどうかを確認します。ログ記録が有効になっ
ていても、ログ記録の送信先がパラメータの値と一致しない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: WAFV2_LOGGING_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アフリカ (ケープタウン)、中東 (アラ
ブ首長国連邦)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、欧州 (ミラノ)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) を
除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

KinesisFirehoseDeliveryStreamArns (オプション), タイプ: CSV

Kinesis Firehose 配信ストリーム ARN のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

wafv2-rulegroup-not-empty
WAFv2 ルールグループにルールが含まれているかどうかを確認します。WAFv2 ルールグループにルール
がない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子: WAFV2_RULEGROUP_NOT_EMPTY

リソースタイプ: AWS::WAFv2::RuleGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし
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AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

wafv2-webacl-not-empty
WAFv2 ウェブ ACL に WAF ルールまたは WAF ルールグループが含まれているかどうかを確認し
ます。ウェブ ACL に WAF ルールまたは WAF ルールグループが含まれていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。

識別子: WAFV2_WEBACL_NOT_EMPTY

リソースタイプ: AWS::WAFv2::WebACL

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

waf-classic-logging-enabled
AWS ウェブアプリケーションファイアウォール (WAF) の従来のグローバルウェブ ACL でログ記録が有効
になっているかどうかを確認します。ログ記録が有効になっていない場合、このルールはグローバルウェ
ブ ACL に対して NON_COMPLIANT です。

識別子: WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED

トリガータイプ: 定期的

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

KinesisFirehoseDeliveryStreamArns (オプション), タイプ: CSV

AWS WAF ログの Amazon Kinesis ストリーム ARN のカンマ区切りリスト。

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。
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waf-global-rulegroup-not-empty
AWS WAF Classic ルールグループに任意のルールが含まれているかどうかをチェックします。ルールグ
ループにルールがない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子: WAF_GLOBAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY

リソースタイプ: AWS::WAF::RuleGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

waf-global-rule-not-empty
AWS WAF グローバルルールに任意の条件が含まれているかどうかをチェックします。WAF グローバル
ルール内に条件がない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。

識別子: WAF_GLOBAL_RULE_NOT_EMPTY

リソースタイプ: AWS::WAF::Rule

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

waf-global-webacl-not-empty
WAF のグローバルウェブ ACL に WAF ルールまたはルールグループが含まれているかどうかを
確認します。ウェブ ACL に WAF ルールまたはルールグループが含まれていない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT になります。

[Identifier] (識別子): WAF_GLOBAL_WEBACL_NOT_EMPTY

リソースタイプ: AWS::WAF::WebACL

トリガータイプ: 設定変更
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AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

waf-regional-rulegroup-not-empty
WAF のリージョンルールグループにルールが含まれているかどうかを確認します。WAF リージョンルー
ルグループにルールがない場合、ルールは NON_COMPLIANT になります。

識別子: WAF_REGIONAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY

リソースタイプ: AWS::WAFRegional::RuleGroup

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS 
GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の
各リージョンを除く、サポートされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート
AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

waf-regional-rule-not-empty
WAF リージョンルールに条件が含まれているかどうかを確認します。リージョンルールに少な
くとも 1 つの条件が含まれている場合、このルールは COMPLIANT になります。それ以外の場合
は、NON_COMPLIANT になります。

識別子: WAF_REGIONAL_RULE_NOT_EMPTY

リソースタイプ: AWS::WAFRegional::Rule

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし
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AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

waf-regional-webacl-not-empty
WAF のリージョンウェブ ACL に WAF ルールまたはルールグループが含まれているかどうかを確認しま
す。ウェブ ACL に WAF ルールまたはルールグループがない場合、ルールは NON_COMPLIANT になりま
す。

識別子: WAF_REGIONAL_WEBACL_NOT_EMPTY

リソースタイプ: AWS::WAFRegional::WebACL

トリガータイプ: 設定変更

AWS リージョン: 中国 (北京)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中東 (アラブ首長国連邦)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン)、AWS GovCloud (米国東部)、AWS 
GovCloud (米国西部)、欧州 (スペイン)、中国 (寧夏)、欧州 (チューリッヒ) の各リージョンを除く、サポー
トされているすべての AWS リージョン

パラメータ:

なし

AWS CloudFormation テンプレート

AWS Config テンプレートを使用して AWS CloudFormation マネージドルールを作成するには、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

評価モード別の AWS Config マネージドルールのリス
ト
現在 AWS Config では、以下のマネージドルールをサポートしています。

Note

AWS コンソールを使用している場合に限り、マネージドルールには指定されたデフォルト値が
自動で設定されます。デフォルト値が API、CLI、または SDK に自動設定されることはありませ
ん。

プロアクティブな評価
プロアクティブルールは、デプロイ前のリソースに対するプロアクティブ評価モードをサポートするルー
ルです。これにより、AWS リソースを定義するために使用した一連のリソースプロパティが、リージョン
のアカウントにあるプロアクティブなルールセットに照らして、COMPLIANT または NON_COMPLIANT 
であるかを評価できます。詳細については、「評価モード」を参照してください。

Note

プロアクティブルールは、NON_COMPLIANT のフラグが付けられたリソースを修正したり、こ
れらのリソースのデプロイを妨げたりしません。
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プロアクティブな評価

• api-gw-xray-enabled
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• ec2-instance-multiple-eni-check
• eip-attached
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-multi-az-support
• rds-storage-encrypted
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• s3-bucket-logging-enabled
• sns-encrypted-kms
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled

検出評価
検出ルールは、デプロイ後のリソースに対する検出評価モードをサポートするルールです。これにより、
既存のリソース構成の設定を評価できます。

Note

現在、すべての AWS Config ルールが検出評価をサポートしています。

検出評価

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
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• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudfront-accesslogs-enabled
• cloudfront-associated-with-waf
• cloudfront-custom-ssl-certificate
• cloudfront-default-root-object-configured
• cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols
• cloudfront-origin-access-identity-enabled
• cloudfront-origin-failover-enabled
• クラウドフロント-S3-オリジン-存在しない-バケット
• cloudfront-security-policy-check
• cloudfront-sni-enabled
• cloudfront-traffic-to-origin-encrypted
• cloudfront-viewer-policy-https
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
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• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-in-backup-plan
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
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• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
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• elasticsearch-logs-to-cloudwatch
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
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• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-db-security-group-not-allowed
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
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• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• SES-マルウェアスキャン対応
• shield-advanced-enabled-autorenew
• shield-drt-access
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• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-classic-logging-enabled
• waf-global-rulegroup-not-empty
• waf-global-rule-not-empty
• waf-global-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

トリガータイプ別の AWS Config マネージドルールの
リスト
現在 AWS Config では、以下のマネージドルールをサポートしています。

Note

AWS コンソールを使用している場合に限り、マネージドルールには指定されたデフォルト値が
自動で設定されます。デフォルト値が API、CLI、または SDK に自動設定されることはありませ
ん。

設定変更
変更によってトリガーされるルールは、AWS Config が設定の変更に応じて評価するルールです。

設定変更

• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
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• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudfront-accesslogs-enabled
• cloudfront-associated-with-waf
• cloudfront-custom-ssl-certificate
• cloudfront-default-root-object-configured
• cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols
• cloudfront-origin-access-identity-enabled
• cloudfront-origin-failover-enabled
• cloudfront-security-policy-check
• cloudfront-sni-enabled
• cloudfront-traffic-to-origin-encrypted
• cloudfront-viewer-policy-https
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
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• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• ebs-optimized-instance
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
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• efs-access-point-enforce-user-identity
• eip-attached
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• elasticsearch-logs-to-cloudwatch
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-no-policies-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
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• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-db-security-group-not-allowed
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
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• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-using-cmk
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-global-rulegroup-not-empty
• waf-global-rule-not-empty
• waf-global-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

定期的
定期的なルールとは、指定した頻度 (24 時間ごとなど) で AWS Config が定期的に評価するルールです。

定期的

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• alb-http-to-https-redirection-check
• api-gwv2-authorization-type-configured
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• クラウドフロント-S3-オリジン-存在しない-バケット
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• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-in-backup-plan
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ecr-private-image-scanning-enabled
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eks クラスターロギング対応
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• エラスティキャッシュ自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elbv2-acm-certificate-required
• emr-kerberos-enabled
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• emr-master-no-public-ip
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-password-policy
• iam-policy-in-use
• iam-root-access-key-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-unused-credentials-check
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• SES-マルウェアスキャン対応
• shield-advanced-enabled-autorenew
• shield-drt-access
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-flow-logs-enabled
• wafv2-logging-enabled
• waf-classic-logging-enabled

ハイブリッド
ハイブリッドルールは、AWS Config が設定の変更に応じて、および定期的に評価するルールです。
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ハイブリッド

• acm-certificate-expiration-check
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited

リージョンアベイラビリティー別の AWS Config マ
ネージドルールのリスト
現在 AWS Config では、以下のマネージドルールをサポートしています。

Note

AWS コンソールを使用している場合に限り、マネージドルールには指定されたデフォルト値が
自動で設定されます。デフォルト値が API、CLI、または SDK に自動設定されることはありませ
ん。

米国東部 (オハイオ) リージョン
米国東部 (オハイオ)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
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• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
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• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
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• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
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• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
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• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
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• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

米国東部 (バージニア北部) リージョン
米国東部 (バージニア北部)

• access-keys-rotated
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• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudfront-accesslogs-enabled
• cloudfront-associated-with-waf
• cloudfront-custom-ssl-certificate
• cloudfront-default-root-object-configured
• cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols
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• cloudfront-origin-access-identity-enabled
• cloudfront-origin-failover-enabled
• クラウドフロント-S3-オリジン-存在しない-バケット
• cloudfront-security-policy-check
• cloudfront-sni-enabled
• cloudfront-traffic-to-origin-encrypted
• cloudfront-viewer-policy-https
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
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• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
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• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
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• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-db-security-group-not-allowed
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
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• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
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• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• SES-マルウェアスキャン対応
• shield-advanced-enabled-autorenew
• shield-drt-access
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-classic-logging-enabled
• waf-global-rulegroup-not-empty
• waf-global-rule-not-empty
• waf-global-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

US West (N. California) リージョン
米国西部 (北カリフォルニア)

• access-keys-rotated
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• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
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• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
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• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
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• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
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• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-db-security-group-not-allowed
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
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• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
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• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

米国西部 (オレゴン) リージョン
米国西部 (オレゴン)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
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• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
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• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
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• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
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• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
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• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-db-security-group-not-allowed
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
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• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• SES-マルウェアスキャン対応
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
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• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

アフリカ（ケープタウン）リージョン
アフリカ (ケープタウン)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
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• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• cw-loggroup-retention-period-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
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• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check

543

./ecr-private-tag-immutability-enabled.html
./ecs-awsvpc-networking-enabled.html
./ecs-containers-nonprivileged.html
./ecs-containers-readonly-access.html
./ecs-container-insights-enabled.html
./ecs-fargate-latest-platform-version.html
./ecs-no-environment-secrets.html
./ecs-task-definition-log-configuration.html
./ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
./ecs-task-definition-nonroot-user.html
./ecs-task-definition-pid-mode-check.html
./ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
./efs-access-point-enforce-root-directory.html
./efs-access-point-enforce-user-identity.html
./efs-last-backup-recovery-point-created.html
./efs-resources-protected-by-backup-plan.html
./eip-attached.html
./eks-cluster-logging-enabled.html
./eks-cluster-oldest-supported-version.html
./eks-cluster-supported-version.html
./elasticache-auto-minor-version-upgrade-check.html
./elasticache-rbac-auth-enabled.html
./elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
./elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled.html
./elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest.html
./elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit.html
./elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled.html
./elasticsearch-encrypted-at-rest.html
./elasticsearch-in-vpc-only.html
./elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch.html
./elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
./elbv2-acm-certificate-required.html
./elbv2-multiple-az.html
./elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
./elb-deletion-protection-enabled.html
./elb-logging-enabled.html
./elb-tls-https-listeners-only.html
./emr-kerberos-enabled.html
./fms-shield-resource-policy-check.html
./fms-webacl-resource-policy-check.html
./fms-webacl-rulegroup-association-check.html
./fsx-last-backup-recovery-point-created.html
./fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
./iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
./iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
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• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
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• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

アジアパシフィック (香港) リージョン
アジアパシフィック (香港)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• cw-loggroup-retention-period-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
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リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
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• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

アジアパシフィック (ハイデラバード) リージョン
アジアパシフィック (ハイデラバード)

• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• autoscaling-multiple-instance-types
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• ebs-optimized-instance
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-stopped-instance
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• eip-attached
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• iam-password-policy
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• rds-instance-default-admin-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• required-tags
• root-account-hardware-mfa-enabled
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• root-account-mfa-enabled
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up

アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョン
アジアパシフィック (ジャカルタ)

• access-keys-rotated
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-multiple-az
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• ebs-optimized-instance
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elb-logging-enabled
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• iam-group-has-users-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-storage-encrypted
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-default-admin-check
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• required-tags
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-version-lifecycle-policy-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• ssm-document-not-public
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• wafv2-logging-enabled

アジアパシフィック (メルボルン) リージョン
アジアパシフィック (メルボルン)

• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• ebs-optimized-instance
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• eip-attached
• multi-region-cloud-trail-enabled
• required-tags
• s3-bucket-versioning-enabled
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• ssm-document-not-public

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン
アジアパシフィック (ムンバイ)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
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• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
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• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
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• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
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• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
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• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

アジアパシフィック（大阪）リージョン
アジアパシフィック (大阪)

• access-keys-rotated
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
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• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• ebs-optimized-instance
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecs-containers-readonly-access
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
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• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• elasticsearch-in-vpc-only
• elbv2-multiple-az
• elb-logging-enabled
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• iam-group-has-users-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-function-public-access-prohibited
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-public-access-check
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
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• required-tags
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-peering-dns-resolution-check
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

アジアパシフィック (ソウル) リージョン
アジアパシフィック (ソウル)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
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• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
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• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
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• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
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• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
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• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
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• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
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• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

アジアパシフィック (シンガポール) リージョン
アジアパシフィック (シンガポール)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
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• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
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• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
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• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
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• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
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• rds-db-security-group-not-allowed
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
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• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

アジアパシフィック (シドニー) リージョン
アジアパシフィック (シドニー)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
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• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
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• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
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• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
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• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
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• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-db-security-group-not-allowed
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
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• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
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• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

アジアパシフィック (東京) リージョン
アジアパシフィック (東京)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
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• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
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• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
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• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
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• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
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• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-db-security-group-not-allowed
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only

591

./rds-cluster-default-admin-check.html
./rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
./rds-cluster-iam-authentication-enabled.html
./rds-cluster-multi-az-enabled.html
./rds-db-security-group-not-allowed.html
./rds-enhanced-monitoring-enabled.html
./rds-instance-default-admin-check.html
./rds-instance-deletion-protection-enabled.html
./rds-instance-iam-authentication-enabled.html
./rds-instance-public-access-check.html
./rds-in-backup-plan.html
./rds-last-backup-recovery-point-created.html
./rds-logging-enabled.html
./rds-multi-az-support.html
./rds-resources-protected-by-backup-plan.html
./rds-snapshots-public-prohibited.html
./rds-snapshot-encrypted.html
./rds-storage-encrypted.html
./redshift-audit-logging-enabled.html
./redshift-backup-enabled.html
./redshift-cluster-configuration-check.html
./redshift-cluster-kms-enabled.html
./redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
./redshift-cluster-public-access-check.html
./redshift-default-admin-check.html
./redshift-default-db-name-check.html
./redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
./redshift-require-tls-ssl.html
./required-tags.html
./restricted-incoming-traffic.html
./root-account-hardware-mfa-enabled.html
./root-account-mfa-enabled.html
./s3-account-level-public-access-blocks.html
./s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
./s3-bucket-acl-prohibited.html
./s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited.html
./s3-bucket-default-lock-enabled.html
./s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
./s3-bucket-logging-enabled.html
./s3-bucket-policy-grantee-check.html
./s3-bucket-policy-not-more-permissive.html
./s3-bucket-public-read-prohibited.html
./s3-bucket-public-write-prohibited.html
./s3-bucket-replication-enabled.html
./s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
./s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
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• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

カナダ (中部) リージョン
カナダ (中部)

• access-keys-rotated
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• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
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• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
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• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
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• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
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• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
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• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
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• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

中国 (北京) リージョン
中国 (北京)

• access-keys-rotated
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
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• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-source-repo-url-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-optimized-instance
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-stopped-instance
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• eip-attached
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
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• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• multi-region-cloud-trail-enabled
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

中国 (寧夏) リージョン
中国 (寧夏)

• access-keys-rotated
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-source-repo-url-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-optimized-instance
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-stopped-instance
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• eip-attached
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• multi-region-cloud-trail-enabled
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
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リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

欧州 (フランクフルト) リージョン
欧州 (フランクフルト)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
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AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース

607

./autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
./autoscaling-launch-template.html
./autoscaling-multiple-az.html
./autoscaling-multiple-instance-types.html
./backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
./backup-recovery-point-encrypted.html
./backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
./backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
./beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
./clb-desync-mode-check.html
./clb-multiple-az.html
./cloudformation-stack-drift-detection-check.html
./cloudformation-stack-notification-check.html
./cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
./cloudtrail-security-trail-enabled.html
./cloudwatch-alarm-action-check.html
./cloudwatch-alarm-action-enabled-check.html
./cloudwatch-alarm-resource-check.html
./cloudwatch-alarm-settings-check.html
./cloudwatch-log-group-encrypted.html
./cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
./cloud-trail-enabled.html
./cloud-trail-encryption-enabled.html
./cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
./cmk-backing-key-rotation-enabled.html
./codebuild-project-artifact-encryption.html
./codebuild-project-environment-privileged-check.html
./codebuild-project-envvar-awscred-check.html
./codebuild-project-logging-enabled.html
./codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
./codebuild-project-source-repo-url-check.html
./codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled.html
./codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured.html
./codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled.html
./codepipeline-deployment-count-check.html
./codepipeline-region-fanout-check.html
./cw-loggroup-retention-period-check.html
./dax-encryption-enabled.html
./db-instance-backup-enabled.html
./desired-instance-tenancy.html
./desired-instance-type.html
./dms-replication-not-public.html
./dynamodb-autoscaling-enabled.html
./dynamodb-last-backup-recovery-point-created.html
./dynamodb-pitr-enabled.html
./dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
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• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
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• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
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• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
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• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

欧州 (アイルランド) リージョン
欧州 (アイルランド)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
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• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
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• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
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• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
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• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
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• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-db-security-group-not-allowed
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
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• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• SES-マルウェアスキャン対応
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
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• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

欧州 (ロンドン) リージョン
欧州 (ロンドン)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
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• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
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• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
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• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
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• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
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• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
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• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

欧州（ミラノ）リージョン
欧州 (ミラノ)

• access-keys-rotated
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• account-part-of-organizations
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-logging-enabled
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• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• cw-loggroup-retention-period-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
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• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
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• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• required-tags

629

./iam-user-group-membership-check.html
./iam-user-mfa-enabled.html
./iam-user-no-policies-check.html
./iam-user-unused-credentials-check.html
./internet-gateway-authorized-vpc-only.html
./kinesis-stream-encrypted.html
./lambda-concurrency-check.html
./lambda-dlq-check.html
./lambda-function-public-access-prohibited.html
./lambda-function-settings-check.html
./lambda-inside-vpc.html
./lambda-vpc-multi-az-check.html
./mfa-enabled-for-iam-console-access.html
./mq-no-public-access.html
./multi-region-cloud-trail-enabled.html
./nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html
./netfw-multi-az-enabled.html
./netfw-policy-default-action-fragment-packets.html
./netfw-policy-default-action-full-packets.html
./netfw-policy-rule-group-associated.html
./netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
./nlb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
./no-unrestricted-route-to-igw.html
./rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
./rds-cluster-default-admin-check.html
./rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
./rds-cluster-iam-authentication-enabled.html
./rds-cluster-multi-az-enabled.html
./rds-enhanced-monitoring-enabled.html
./rds-instance-default-admin-check.html
./rds-instance-deletion-protection-enabled.html
./rds-instance-iam-authentication-enabled.html
./rds-instance-public-access-check.html
./rds-last-backup-recovery-point-created.html
./rds-multi-az-support.html
./rds-resources-protected-by-backup-plan.html
./rds-storage-encrypted.html
./redshift-audit-logging-enabled.html
./redshift-cluster-configuration-check.html
./redshift-cluster-kms-enabled.html
./redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
./redshift-cluster-public-access-check.html
./redshift-default-admin-check.html
./redshift-default-db-name-check.html
./redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
./required-tags.html


AWS Config デベロッパーガイド
リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-rulegroup-not-empty
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• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

欧州 (パリ) リージョン
欧州 (パリ)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
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• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
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• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
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• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
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• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
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• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
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• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

欧州 (スペイン) リージョン
欧州 (スペイン)

• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
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• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• ebs-optimized-instance
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-stopped-instance
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• eip-attached
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• elbv2-multiple-az
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• iam-password-policy
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• rds-instance-default-admin-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• required-tags
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-bucket-acl-prohibited
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• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up

欧州 (ストックホルム) リージョン
欧州 (ストックホルム)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
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• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• cw-loggroup-retention-period-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
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• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
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• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
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• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-cluster-iam-authentication-enabled
• rds-cluster-multi-az-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
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• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
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• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

欧州 (チューリッヒ) リージョン
欧州 (チューリッヒ)

• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
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• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• ebs-optimized-instance
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-stopped-instance
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• eip-attached
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• elbv2-multiple-az
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• iam-password-policy
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• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• rds-instance-default-admin-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• required-tags
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up

中東 (バーレーン) リージョン
中東 (バーレーン)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
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• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• cw-loggroup-retention-period-check
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• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
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• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
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• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
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リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
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リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

中東 (アラブ首長国連邦) リージョン
中東 (アラブ首長国連邦)

• acm-certificate-expiration-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
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リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• iam-password-policy
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
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• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-storage-encrypted
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
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• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up

南米 (サンパウロ) リージョン
南米 (サンパウロ)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• ACM-証明書-RSA-チェック
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-waf
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• waf に関連付けられたアプリ同期
• アプリ同期キャッシュの保存時暗号化
• アプリ同期ロギング対応
• aurora-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された aurora リソース
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limit
• autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• バックアップ計画-分-頻度と分保持チェック
• バックアップ/リカバリ・ポイント暗号化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの手動削除/無効化
• バックアップ/リカバリ・ポイントの最小保存期間チェック
• beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-check
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• cloudformation-stack-notification-check
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-check
• codebuild-project-envvar-awscred-check
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-s3-logs-encrypted
• codebuild-project-source-repo-url-check
• codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point-created
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-バックアップ計画によって保護されるリソース
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point-created
• ebs-optimized-instance
• バックアップ計画によって保護された EBS リソース
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
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• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point-created
• ec2-launch-template-public-ip-disabled
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• EC2-バックアップ計画によって保護されるリソース
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
• ec2-stopped-instance
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-enabled
• ecr-private-lifecycle-policy-configured
• ecr-private-tag-immutability-enabled
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-user
• ecs-task-definition-pid-mode-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-root-directory
• efs-access-point-enforce-user-identity
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point-created
• バックアップ計画によって保護された efs リソース
• eip-attached
• eks クラスターロギング対応
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-access
• eks-secrets-encrypted
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• elasticache自動マイナーバージョンアップグレードチェック
• エラスティキャッシュ RBAC 認証対応
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• エラスティキャッシュ-repl-grp-自動フェイルオーバー対応
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-アットレスト
• エラスティキャッシュ-repl-grp-暗号化-転送中
• エラスティキャッシュ-repl-grp-redis-auth-enabled
• ElastiCache サブネットグループ
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
• elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• fsx-last-backup-recovery-point-created
• fsx-リソース-バックアップ計画によって保護される
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
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• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-check
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• MQ-非公開アクセス
• multi-region-cloud-trail-enabled
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-マルチ AZ 対応
• netfw-policy-default-action-fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-packets
• netfw-policy-rule-group-associated
• netfw-stateless-rule-group-not-empty
• nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-encryption-check
• rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
• rds-db-security-group-not-allowed
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-check
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point-created
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-バックアップ計画によって保護されるリソース
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
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• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-account-level-public-access-blocks-periodic
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point-created
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-resources-protected-by-backup-plan
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-root-access-check
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• securityhub-enabled
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• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification-enabled
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point-created
• storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
• subnet-auto-assign-public-ip-disabled
• virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
• virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-check
• vpc-peering-dns-resolution-check
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up
• wafv2-logging-enabled
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-empty
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-webacl-not-empty

AWS GovCloud (米国東部) リージョン
AWS GovCloud (米国東部)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
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• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• cw-loggroup-retention-period-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-optimized-instance
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-stopped-instance
• ec2-volume-inuse-check
• efs-encrypted-check
• eip-attached
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
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• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• multi-region-cloud-trail-enabled
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
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リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• securityhub-enabled
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• ssm-document-not-public
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up

AWS GovCloud (米国西部) リージョン
AWS GovCloud (米国西部)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• alb-http-drop-invalid-header-enabled
• alb-http-to-https-redirection-check
• api-gw-cache-enabled-and-encrypted
• api-gw-endpoint-type-check
• api-gw-execution-logging-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-required
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• codebuild-project-envvar-awscred-check
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• codebuild-project-source-repo-url-check
• cw-loggroup-retention-period-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-optimized-instance
• ebs-snapshot-public-restorable-check
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-security-group-attached-to-eni
• ec2-stopped-instance
• ec2-volume-inuse-check
• efs-encrypted-check
• eip-attached
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-encryption-check
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-balancing-enabled
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-only
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• encrypted-volumes
• fms-shield-resource-policy-check
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-check
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リージョンアベイラビリティー
別のマネージドルールのリスト

• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-check
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-check
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-role-managed-policy-check
• iam-root-access-key-check
• iam-user-group-membership-check
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-check
• iam-user-unused-credentials-check
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-only
• kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-prohibited
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• mfa-enabled-for-iam-console-access
• multi-region-cloud-trail-enabled
• rds-cluster-deletion-protection-enabled
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-deletion-protection-enabled
• rds-instance-iam-authentication-enabled
• rds-instance-public-access-check
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-check
• redshift-require-tls-ssl
• required-tags
• restricted-incoming-traffic
• s3-account-level-public-access-blocks
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited

667

./guardduty-enabled-centralized.html
./guardduty-non-archived-findings.html
./iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
./iam-group-has-users-check.html
./iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
./iam-no-inline-policy-check.html
./iam-password-policy.html
./iam-policy-blacklisted-check.html
./iam-policy-in-use.html
./iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
./iam-role-managed-policy-check.html
./iam-root-access-key-check.html
./iam-user-group-membership-check.html
./iam-user-mfa-enabled.html
./iam-user-no-policies-check.html
./iam-user-unused-credentials-check.html
./incoming-ssh-disabled.html
./instances-in-vpc.html
./internet-gateway-authorized-vpc-only.html
./kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
./lambda-concurrency-check.html
./lambda-dlq-check.html
./lambda-function-public-access-prohibited.html
./lambda-function-settings-check.html
./lambda-inside-vpc.html
./mfa-enabled-for-iam-console-access.html
./multi-region-cloud-trail-enabled.html
./rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
./rds-enhanced-monitoring-enabled.html
./rds-instance-deletion-protection-enabled.html
./rds-instance-iam-authentication-enabled.html
./rds-instance-public-access-check.html
./rds-logging-enabled.html
./rds-multi-az-support.html
./rds-snapshots-public-prohibited.html
./rds-snapshot-encrypted.html
./rds-storage-encrypted.html
./redshift-backup-enabled.html
./redshift-cluster-configuration-check.html
./redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
./redshift-cluster-public-access-check.html
./redshift-require-tls-ssl.html
./required-tags.html
./restricted-incoming-traffic.html
./s3-account-level-public-access-blocks.html
./s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
サービスにリンクされた ルール

• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• s3-bucket-server-side-encryption-enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
• sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
• securityhub-enabled
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• ssm-document-not-public
• vpc-default-security-group-closed
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• vpc-vpn-2-tunnels-up

サービスにリンクされた AWS Config ルール
サービスにリンクされた AWS Config ルールは、AWS Config マネージドルールの一意のタイプで、アカ
ウントに AWS Config ルールを作成する他の AWS のサービスをサポートします。サービスにリンクさ
れた AWS Config ルールは事前定義され、ユーザーに代わってサービスから他の AWS サービスを呼び出
すために必要なすべてのアクセス許可を備えています。これらのルールは、AWS アカウント の AWS の
サービスで推奨されているコンプライアンス検証の基準と同様のものです。

これらのサービスにリンクされた AWS Config ルールは、AWS サービスチームが所有します。AWS サー
ビスチームはお客様の AWS アカウント の中にこれらのルールを作成します。これらのルールへの読み取
り専用アクセス権があります。これらのルールがリンクされている AWS サービスを契約している場合、
これらのルールは編集または削除できません。

AWS Config コンソールでは、サービスにリンクされた AWS Config ルールが [Rules] (ルール) ページに
表示されます。edit (編集) ボタンがコンソールでグレー表示になり、ルールの編集が制限されます。ルー
ルを選択して、ルールの詳細を表示できます。rule details (ルールの詳細) ページに、ルールを作成した
サービスの名前を表示できます。[Edit] (編集) と [Delete results] (結果の削除) がグレー表示になり、ルー
ル結果の編集と削除が制限されます。ルールを編集または削除するには、ルールを作成した AWS サービ
スチームにお問い合わせください。

AWS Command Line Interface を使用しているときは、PutConfigRule、DeleteConfigRule、および
DeleteEvaluationResults API は、アクセス拒否を返し、次のエラーメッセージが表示されます。

INSUFFICIENT_SLCR_PERMISSIONS = "An AWS service owns ServiceLinkedConfigRule. 
You do not have permissions to take action on this rule."
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AWS CloudFormation テンプレート
を使用したマネージドルールの作成 

AWS CloudFormation テンプレートを使用した AWS 
Config マネージドルールの作成

Important

AWS CloudFormation で AWS Config マネージドルールを作成するには、まず AWS Config 設定
レコーダーを作成して起動する必要があります。詳細については、「設定レコーダーの管理」を
参照してください。

サポートされている AWS Config マネージドルールについては、AWS CloudFormation テンプレートを使
用してアカウント用に作成するか、既存の AWS CloudFormation スタックを更新することができます。ス
タックとは、関連リソースの集合体のことで、ユーザーはこれを単一のユニットとしてプロビジョニング
し、更新します。テンプレートを使用してスタックを起動すると、AWS Config マネージドルールが自動
的に作成されます。テンプレートで作成されるのはルールのみです。追加の AWS リソースは作成されま
せん。

Note

AWS Config マネージドルールを更新すると、テンプレートが更新されて最新の変更が反映され
ます。ルールの特定バージョンのテンプレートを保存するには、テンプレートをダウンロードし
て S3 バケットにアップロードします。

AWS CloudFormation テンプレートの使用方法の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイ
ドの AWS CloudFormation の使用方法を参照してください。

AWS Config マネージドルールの AWS CloudFormation スタックを起動するには

1. CloudFormation コンソールに移動し、新しいスタックを作成します。
2. [Specify template] (テンプレートを指定) の場合:

• テンプレートをダウンロードした場合、[Upload a template file] (テンプレートファイルをアップ
ロード) を選択し、[Choose file] (ファイルを選択) でテンプレートをアップロードします。

• Amazon S3 URL を選択し、テンプレート URL http://s3.amazonaws.com/aws-
configservice-us-east-1/cloudformation-templates-for-managed-
rules/THE_RULE_IDENTIFIER.template を入力します。

Note

ルール識別子は ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES で記述する
必要があります。例えば、cloudwatch-log-group-encrypted ではな
く、CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED と記述します。
ルールによっては、ルール識別子はルール名と異なる場合があります。必ずルール
識別子を使用するようにしてください。例えば、restricted-ssh のルール識別子は 
INCOMING_SSH_DISABLED です。

3. Next を選択します。
4. [Specify stack details] (スタック詳細を指定) に、スタック名を入力し、AWS Config ルールのパラメー

タ値を入力します。例えば、マネージドルールのテンプレートとして DESIRED_INSTANCE_TYPE を
使用している場合は、「m4.large」などのインスタンスタイプを指定できます。

5. Next を選択します。
6. Options で、タグを作成したり、その他の詳細オプションを設定したりできます。これらは必須では

ありません。
7. Next を選択します。
8. 確認 で、テンプレート、パラメータ、その他のオプションが正しいことを確認します。
9. Create を選択します。スタックが数分で作成されます。作成されたルールは、AWS Config コンソー

ルで表示できます。
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カスタムルール

テンプレートを使用して、AWS Config マネージドルールの 1 つのスタックを作成するか、アカウントの
既存のスタックを更新することができます。スタックを削除すると、そのスタックから作成されたマネー
ジドルールも削除されます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドのスタックの使用を
参照してください。

AWS Config カスタムルール
AWS Config カスタムルールは、最初から作成するルールです。AWS Config カスタムルールを作成するに
は、Lambda 関数 (AWS Lambdaデベロッパーガイド) を使用する方法と、ポリシーをコード化する言語で
ある Guard (Guard GitHub リポジトリ) を使用する方法の 2 つがあります。

Lambda で作成された AWS Config カスタムルールは AWS Config カスタム Lambda ルールと呼ば
れ、Guard で作成された AWS Config カスタムルールは AWS Config カスタムポリシールールと呼ばれま
す。

AWS Config カスタムポリシールール
Guard を使用して記述されたルールは、AWS Config コンソールまたは AWS Config ルール API を使用
して作成できます。AWS Configカスタムポリシールールを使用すると、Lambda 関数を開発してカスタ
ムルールを管理するために Java または Python を使用することなく、AWS Config カスタムルールを作
成できます。カスタムポリシールールは、設定の変更によって開始されます。詳細については、「Guard 
GitHub Repository」を参照してください。

AWS Config カスタム Lambda ルール
カスタム Lambda ルールでは、Java または Python を使用して AWS Config カスタムルール用に Lambda 
関数を作成するオプションが提供されます。Lambda 関数は、AWS Lambda にアップロードするカスタム
コードです。イベントソースから発行されたイベントに応じて、この関数が呼び出されます。Lambda 関
数を AWS Config ルールに関連付けると、このルールが開始されたときに AWS Config がこの関数を呼び
出します。呼び出された Lambda 関数は、AWS Config から送信された設定情報を評価し、評価結果を返
します。Lambda 関数の詳細については、[AWS Lambda デベロッパーガイド]の [関数とイベントソース] 
を参照してください。

Note

呼び出し数で順序付けられた Lambda 関数
AWS Configカスタム Lambda ルールでは、ルールのスコープが 1 つ以上のリソースタイプでな
い場合、Lambda 関数が大量に呼び出される可能性があります。アカウントに関連するアクティ
ビティが増えないように、カスタム Lambda ルールの対象範囲内のリソースを提供してくださ
い。リソースタイプが選択されていない場合、ルールはアカウント内のすべてのリソースに対し
て Lambda 関数を呼び出します。

トリガータイプ
アカウントにルールを追加すると、AWS Config はリソースをルールの条件と比較します。この初期評価
後は、評価がトリガーされるたびに AWS Config で評価が実行されます。評価のトリガーは、ルールの一
部として定義されます。以下のタイプを含めることができます。

設定変更

AWS Config は、ルールのスコープと一致するリソースがあり、そのリソースの設定に変更があった
ときに、ルールに対して評価を実行します。AWS Config設定項目の変更通知を送信後に、評価が実行
されます。
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どのリソースで評価を開始するかは、ルールのスコープで定義します。スコープには以下を含めるこ
とができます。
• 1 つ以上のリソースタイプ
• リソースタイプとリソース ID の組み合わせ
• タグキーとタグ値の組み合わせ
• 記録対象リソースの作成、更新、または削除時

AWS Config は、ルールのスコープに該当するリソースで変更を検出すると、評価を実行します。ス
コープを使用して評価を開始するリソースを定義できます。

定期的

AWS Config では、指定した間隔 (24 時間ごとなど) で、ルールの評価を実行します。
ハイブリッド

一部のルールでは、設定変更と定期的なトリガーの両方があります。これらのルールでは、AWS 
Config によって、設定変更の検出時と、ユーザー指定の間隔でリソースを評価できます。

評価モード
AWS Config ルールには、2 種類の評価モードがあります。

プロアクティブ

プロアクティブ評価は、デプロイ前のリソースを評価するために使用します。これにより、AWS リ
ソースを定義するために使用した一連のリソースプロパティが、リージョンのアカウントにあるプロ
アクティブなルールセットに照らして、COMPLIANT または NON_COMPLIANT であるかを評価でき
ます。

詳細については、「評価モード」を参照してください。プロアクティブ評価をサポートするマネージ
ドルールのリストについては、「評価モード別の AWS Config マネージドルールのリスト」を参照し
てください。

Note

プロアクティブルールは、NON_COMPLIANT のフラグが付けられたリソースを修正した
り、これらのリソースのデプロイを妨げたりしません。

検出

検出評価は、デプロイ済みのリソースを評価するために使用します。これにより、既存のリソース構
成の設定を評価できます。

トピック
• AWS Config カスタムポリシールールの作成 (p. 671)
• AWS Config カスタム Lambda ルールの作成 (p. 674)

AWS Config カスタムポリシールールの作成
AWS Management Console、AWS CLI、または AWS Config API から、AWS Config カスタムポリシー
ルールを作成できます。Guard でルールを記述する方法の詳細については、「AWS CloudFormation 
Guard ユーザーガイド」の「Guard ルールの記述」を参照してください。AWS Config が評価できるサ
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ポートされているリソースタイプのスキーマの詳細については、「AWS Config Resource Schema GitHub 
Repository」の「resource-types」を参照してください。

Important

設定項目を評価する AWS Config リソーススキーマは、AWS CloudFormation テンプレートを
評価する CFN スキーマとは異なります。AWS Config カスタムポリシールールに CFN スキー
マを使用すると、評価結果は NOT_APPLICABLE が返されます。AWS Config カスタムポリシー
ルールを作成するときには、AWS Config リソーススキーマを使用し、設定項目の構造に基づい
てポリシーを記述します。AWS Config リソーススキーマのリストについては、「AWS Config 
Resource Schema GitHub Repository」の「resource-types」を参照してください。

AWS Config カスタムポリシールールの作成 (コンソール)
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. AWS Management Consoleのメニューで、リージョンセレクタが AWS Config ルールをサポートする 

AWS リージョンにリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンの
リストについては、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエン
ドポイント」を参照してください。

3. 左のナビゲーションで、ルール を選択します。
4. [Rules] (ルール) ページで、A[dd rule] (ルールの追加) を選択します。
5. [Specify rule type] (ルールタイプの指定) ページで [Create custom rule using Guard] (Guard を使用し

たカスタムルールの作成) を選択します。
6. [ルールの設定] ページで、以下のステップを完了してルールを作成します。

a. [Rule name] (ルール名) に、ルールの一意の名前を入力します。
b. [説明] に、ルールの説明を入力します。
c. [Guard runtime version] (Guard ランタイムバージョン) で、AWS Config カスタムポリシールール

のランタイムシステムを選択します。
d. [Rule Content] (ルールコンテンツ) は、ルールの Guard カスタムポリシーで入力できま

す。Guard カスタムポリシーの構造と機能の詳細については、Guard GitHub リポジトリの
「AWS CloudFormation Guard 2.0's Modes of Operation」(Guard 2.0 の動作モード) を参照して
ください。

Note

設定項目を評価する AWS Config リソーススキーマは、AWS CloudFormation テンプ
レートを評価する CFN スキーマとは異なります。AWS Config カスタムポリシールー
ルに CFN スキーマを使用すると、評価結果は NOT_APPLICABLE が返されます。AWS 
Config カスタムポリシールールを作成するときには、AWS Config リソーススキーマ
を使用し、設定項目の構造に基づいてポリシーを記述します。AWS Config リソースス
キーマのリストについては、「AWS Config Resource Schema GitHub Repository」の
「resource-types」を参照してください。

以下の例に、AWS Config マネージドルール dynamodb-pitr-enabled (p. 370) の AWS Config カ
スタムポリシールールバージョンのポリシー定義を示します。

# This rule checks if point in time recovery (PITR) is enabled on active Amazon 
 DynamoDB tables
let status = ['ACTIVE']

rule tableisactive when 
    resourceType == "AWS::DynamoDB::Table" { 
    configuration.tableStatus == %status
}
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rule checkcompliance when 
    resourceType == "AWS::DynamoDB::Table" 
    tableisactive { 
        let pitr = 
 supplementaryConfiguration.ContinuousBackupsDescription.pointInTimeRecoveryDescription.pointInTimeRecoveryStatus 
        %pitr == "ENABLED"
} 
                         

e. 評価モードでは、リソースの作成および管理プロセスのどの時点で AWS Config によりリソース
を評価するかを選択します。ルールに応じて、AWS Config では、リソースのプロビジョニング
前、リソースのプロビジョニング後、あるいはその両方でリソース構成を評価できます。

i. [Turn on proactive evaluation] (プロアクティブな評価をオンにする) を選択すると、デプロイ
前のリソースの構成設定に対して評価を実行できます。

プロアクティブ評価をオンにすると、StartResourceEvaluation API と
GetResourceEvaluationSummary API を使用して、これらのコマンドで指定したリソース
が、リソースのアカウントのプロアクティブルールに基づいて NON_COMPLIANT としてフ
ラグが設定されるかどうかを確認できます。

これらのコマンドの使用方法の詳細については、「AWS Config ルールでのリソースの評
価」を参照してください。プロアクティブ評価をサポートするマネージドルールのリスト
については、「評価モード別の AWS Config マネージドルールのリスト」を参照してくださ
い。

ii. 既存のリソースの構成設定を評価するには、[Turn on detective evaluation] (検出評価を有効
にする) を選択します。

検出評価の場合、AWS Config カスタムポリシールールは、[Configuration changes] (設定の
変更) によって開始されます。このオプションは事前に選択されます。

• [Resource] (リソース) – 指定したリソースタイプや、リソースタイプおよび識別子と一致
するリソースが作成、変更、または削除された場合。

• [Tags] (タグ) – 指定したタグを含むリソースが作成、変更、または削除された場合。
• [All changes] (すべての変更) – AWS Config によって記録されたリソースが作成、変更、ま

たは削除された場合。

AWS Config は、ルールのスコープに該当するリソースで変更を検出すると、評価を実行し
ます。スコープを使用して評価を開始するリソースを制限できます。それ以外の場合は、プ
ロビジョニング後のリソースに変更があったときに評価が開始されます。

f. [Parameters] (パラメータ) では、ルールにパラメータが含まれる場合、提供されたキーの値をカ
スタマイズできます。パラメータは、ルールに準拠しているとみなされるためにリソースが従う
必要がある属性です。

7. [Review and create] (確認と作成) ページで、AWS アカウントにルールを追加する前に、編集中のすべ
ての選択項目を確認します。

8. ルールの確認が完了したら、[ルールの追加] を選択します。

AWS Config カスタムポリシールールの作成 (AWS CLI)
put-config-rule コマンドを実行します。

Owner フィールドは CUSTOM_POLICY になっている必要があります。AWS Config カスタムポリシールー
ルには、以下に示す追加のフィールドが必須です。

• Runtime: AWS Config カスタムポリシールールのランタイムシステム。
• PolicyText: AWS Config カスタムポリシールールのロジックを含むポリシー定義。
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• EnableDebugLogDelivery: AWS Config カスタムポリシールールのデバッグログを有効にするための
ブール式。デフォルト値は、「false」です。

AWS Config カスタムポリシールールの作成 (CLI)
PutConfigRule アクションを使用します。

Owner フィールドは CUSTOM_POLICY になっている必要があります。AWS Config カスタムポリシールー
ルには、以下に示す追加のフィールドが必須です。

• Runtime: AWS Config カスタムポリシールールのランタイムシステム。
• PolicyText: AWS Config カスタムポリシールールのロジックを定義するポリシー。
• EnableDebugLogDelivery: AWS Config カスタムポリシールールのデバッグログを有効にするための

ブール式。デフォルト値は、「false」です。

AWS Config カスタム Lambda ルールの作成
カスタムルールを作成して、AWS Lambda 関数により AWS Config に追加できます。各カスタムルールは 
Lambda 関数と関連付けます。この関数には、AWS リソースがルールに準拠しているかどうかを評価する
ロジックが含まれています。この関数をルールに関連付け、設定変更または定期的な間隔に応じてルール
から関数を呼び出します。次に、関数はリソースがルールに準拠しているかどうかを評価し、評価結果を 
AWS Config に送信します。

「カスタム Lambda ルール (Amazon EC2 の例) (p. 674)」の例では、各 EC2 インスタンスが t2.micro タ
イプであるかどうかを評価するカスタム Lambda ルールを初めて作成する手順を示します。AWS Lambda 
に変更なしで追加できる Lambda 関数の例が含まれています。「カスタム Lambda ルール (一般的な
例) (p. 677)」の例は、カスタム Lambda ルールを作成する、より一般的な例を示しています。

AWS Lambda 関数の動作と作成方法については、[AWS Lambda デベロッパーガイド] を参照してくださ
い。

トピック
• カスタム Lambda ルール (Amazon EC2 の例) (p. 674)
• カスタム Lambda ルール (一般的な例) (p. 677)
• AWS Config ルールの AWS Lambda 関数とイベントの例 (p. 681)

カスタム Lambda ルール (Amazon EC2 の例)
この手順では、各 EC2 インスタンスが t2.micro タイプであるかどうかを評価するカスタム Lambda ルー
ルを作成するプロセスを示します。AWS Config は、このルールに対してイベントベースの評価を実行し
ます。つまり、インスタンスの設定変更が AWS Config で検出されるたびにインスタンスの設定を確認し
ます。AWS Config は t2.micro インスタンスに準拠のフラグを付け、他のすべてのインスタンスに非準拠
のフラグを付けます。コンプライアンスのステータスが AWS Config コンソールに表示されます。

この手順で最良の結果を得るには、AWS アカウント内に 1 つ以上の EC2 インスタンスが必要です。イン
スタンスには、少なくとも 1 つの t2.micro インスタンスと他のタイプが混在している必要があります。

このルールを作成するには、最初に AWS Lambda コンソールで設計図をカスタマイズして AWS Lambda 
関数を作成します。次に、AWS Config でカスタム Lambda ルールを作成し、このルールを関数に関連付
けます。

トピック
• カスタム Config ルール用の AWS Lambda 関数の作成 (p. 675)
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• Amazon EC2 インスタンスを評価するためのカスタム Lambda ルールの作成 (p. 676)

カスタム Config ルール用の AWS Lambda 関数の作成

1. AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。

2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが AWS Config ルールをサポートす
るリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンのリストについて
は、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエンドポイント」を
参照してください。

3. AWS Lambda コンソールで、[Create Lambda function] (Lambda 関数の作成) を選択します。
4. 設計図の使用 を選択します。検索バーに [config-rule-change-triggered] と入力します。フィルター結

果で設計図を選択し、[Configure] (設定) をクリックします。
5. トリガーを設定する ページで、次に進む をクリックします。
6. Basic information ページで、以下の手順を完了します。

a. Function name に「InstanceTypeCheck」と入力します。
b. [Execution role] (実行ロール) ドロップダウンリストで、[Create new role from AWS Policy 

templates] (ポリシーテンプレートから新しいロールを作成) を選択します。
c. ランタイムで Node.js を選択したままにします。
d. [Role name] (ロール名) に名前を入力します。
e. [Policy templates] (ポリシーテンプレート) で、[AWS Config Rules permission] (Config ルールの

アクセス許可)を選択します。
f. [Lambda function code function] (Lambda 関数コード関数) では、事前設定されたコードを保持し

ます。関数の Node.js コードはコードエディタで提供されます。この手順では、コードを変更す
る必要はありません。

g. 詳細を確認し、[Create function] (関数の作成) をクリックします。AWS Lambda コンソールに関
数が表示されます。

7. 関数が正しく設定されていることを確認するために、以下のステップに従ってテストします。

a. [Function overview] (関数の概要) の下にあるメニューから [Test] (テスト) をクリックしてか
ら、[Configure test event] (テストイベントの設定) をクリックします。

b. [Template] (テンプレート) で、AWS Config [Configuration Item Change Notification] (設定項目の
変更の通知) をクリックします。

c. [Name] (名前) に、名前を入力します。
d. [Test] (テスト) をクリックします。AWS Lambda はイベントの例を使用して関数をテストしま

す。関数が正常に機能している場合は、次のようなエラーメッセージが 実行結果: に表示されま
す。

{ 
  "errorType": "InvalidResultTokenException," 
  "errorMessage": "Result Token provided is invalid",
. . .

関数が正常に実行されるのは、AWS Config から result token を受け取った場合に限られるた
め、InvalidResultTokenException は予想どおりの結果です。result token は、評価をもた
らした AWS Config ルールとイベントを識別します。また、評価とルールを関連付けます。こ
の例外は、結果を AWS Config に送信するために必要なアクセス許可が関数にあることを示して
います。アクセス許可がなければ、エラーメッセージとして not authorized to perform: 
config:PutEvaluations と表示されます。このエラーが発生した場合は、関数に割り当てた
ロールを更新して config:PutEvaluations アクションを許可するように変更し、関数のテス
トをやり直します。
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Amazon EC2 インスタンスを評価するためのカスタム Lambda ルールの作成

1. AWS Config コンソール (https://console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが、カスタム Lambda ルール用の 

AWS Lambda 関数を作成したのと同じリージョンに設定されていることを確認します。
3. [Rules] (ルール) ページで、[Add rule] (ルールの追加) を選択します。
4. [Specify rule type] (ルールタイプの指定) ページで [Create custom rule] (カスタムルールの作成) をク

リックします。
5. [Configure rule] (ルールの設定) ページで、以下のステップを完了します。

a. [Name] (名前) に、「InstanceTypesAreT2micro」と入力します。
b. 説明 に「Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro type」と入力しま

す。
c. [AWS Lambda function ARN] (関数の ARN) で、AWS Lambda から関数に割り当てられた ARN を

指定します。

Note

このステップで指定する ARN に $LATEST 修飾子を含めることはできません。ARN 
はバージョン修飾子なしで指定するか、$LATEST 以外の修飾子を使用して指定しま
す。AWS Lambda は関数のバージョニングをサポートしており、各バージョンに割り
当てられる ARN には修飾子が使用されます。AWS Lambda では、最新バージョンに
$LATEST 修飾子を使用します。

d. [Trigger type] (トリガータイプ)で、[When configuration changes] (設定変更時)を選択します。
e. [Scope of changes] (変更範囲) で、[Resources] (リソース) を選択します。
f. [Resource] (リソース) で、[Resource Type] (リソースタイプ) ドロップダウンリストから [AWS 

EC2 Instance] (EC2 インスタンス) を選択します。
g. [Rule parameters] (ルールのパラメータ) セクションで、AWS Lambda 関数で評価するルールパ

ラメータと必要な値を指定する必要があります。この手順の関数では、desiredInstanceType
パラメータを評価します。

[Key] (キー) に、「desiredInstanceType」と入力します。Value に、「t2.micro」と入力し
ます。

6. Next を選択します。[Review and create] (確認と作成) ページで、ルールに関する詳細を確認し、[Add 
rule function] (ルール関数の追加) をクリックします。新しいルールが [Rules] (ルール) ページに表示さ
れます。

AWS Config で AWS Lambda 関数の評価結果を受け取るまで、コンプライアンスには [Evaluating...]
と表示されます。ルールと関数が正常に動作している場合は、結果の概要が数分後に表示されます。
例えば、[2 noncompliant resource(s)] (2 つの準拠していないリソース) という結果はインスタンスの
うち 2 つが t2.micro インスタンスではないことを示します。[Compliant] (準拠) という結果はすべての
インスタンスが t2.micro であることを示します。結果は、更新ボタンを使用して更新できます。

ルールまたは関数が正常に動作していない場合は、[Compliance] (コンプライアンス) に以下のいずれ
かが表示されます。

• [No results reported] (報告される結果がありません) - AWS Config でルールに対してリソースが評価
されました。ルールがスコープ内の AWS リソースに適用されなかったか、指定したリソースが削
除されたか、または評価結果が削除されました。評価結果を取得するには、ルールを更新するか、
スコープを変更するか、または [Re-evaluate] (再評価) を選択します。

スコープに [Resources] (リソース) の AWS [EC2 Instance] (EC2 インスタンス)が含まれていること
を確認して、もう一度試してください。

• [No resources in scope] (対象にリソースがありません) - 記録された AWS Config リソースは、この
ルールのスコープ内にないため、AWS ではこのルールに対してリソースを評価できません。評価結
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果を取得するには、ルールを編集してスコープを変更するか、[Settings] ページで記録対象の AWS 
Config のリソースを追加します。

AWS Config で EC2 インスタンスを記録していることを確認します。
• [Evaluations failed] (評価が失敗しました) - 問題の原因を判断するには、ルール名を選択して詳細

ページを開き、エラーメッセージを確認します

ルールが正常に動作して AWS Config から評価結果が返された場合は、ルールのコンプライアンスステー
タスにどの条件が影響しているかを特定できます。準拠していないリソース (ある場合) とその理由を確認
できます。詳細については、「設定のコンプライアンスの確認 (p. 232)」を参照してください。

カスタム Lambda ルール (一般的な例)
カスタム Lambda ルールを作成する手順は以下のとおりです。カスタム Lambda ルールを作成するには、
最初に AWS Lambda 関数を作成します。この関数には、ルールの評価ロジックが含まれています。次
に、この関数と作成するカスタム Lambda ルールを AWS Config で関連付けます。

Important

Lambda 関数の呼び出しを AWS Config に許可する際、セキュリティのベストプラクティスと
して、Lambda のリソースベースポリシーで起動リクエスト時に sourceARN および/または
sourceAccountId を指定してアクセス制限しておくことを強くお勧めします。詳細につい
ては、「AWS Lambda リソースベースのポリシーにおけるセキュリティのベストプラクティ
ス (p. 680)」を参照してください。

目次
• カスタム Config ルール用の AWS Lambda 関数の作成 (p. 677)
• AWS Config でのカスタムルールの作成 (p. 678)
• AWS Lambda リソースベースのポリシーにおけるセキュリティのベストプラクティス (p. 680)
• その他のリソースタイプの評価 (p. 680)

カスタム Config ルール用の AWS Lambda 関数の作成
Lambda 関数は、AWS Lambda にアップロードするカスタムコードです。イベントソースから発行され
たイベントに応じて、この関数が呼び出されます。Lambda 関数を Config ルールに関連付けると、この
ルールのトリガーが発生したときに AWS Config がこの関数を呼び出します。呼び出された Lambda 関数
は、AWS Config から送信された設定情報を評価し、評価結果を返します。Lambda 関数の詳細について
は、[AWS Lambda デベロッパーガイド]の [関数とイベントソース] を参照してください。

カスタム Lambda ルールの Lambda 関数は、AWS Lambda でサポートされているプログラミング言語で
作成できます。より簡単に作成するには、AWS Lambda の設計図をカスタマイズするか、AWS Config 
Rules GitHub リポジトリにあるサンプル関数を再利用できます。

AWS Lambda の設計図

AWS Lambda コンソールにはサンプル関数 (設計図) が用意されており、これをカスタマイズして独自の
評価ロジックを追加できます。以下の設計図のいずれかを選択して関数を作成できます。

• config-rule-change-triggered – AWS リソースの設定が変更されるとトリガーされます。
• config-rule-periodic – 選択した頻度 (24 時間ごとなど) でトリガーされます。

AWS Config Rules GitHub リポジトリ

カスタム Lambda ルール用のサンプル関数のパブリックレポジトリは、ウェブベースのコードホスティン
グおよび共有サービスである GitHub で利用できます。サンプル関数は、AWS コミュニティによって作成
および提供されているものです。サンプルを利用するには、そのコードを新しい AWS Lambda 関数内に
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コピーします。リポジトリを参照するには、https://github.com/awslabs/aws-config-rules/ にアクセスして
ください。

カスタムルール用の関数を作成するには

1. AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。

2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが AWS Config ルールをサポートす
るリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンのリストについて
は、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエンドポイント」を
参照してください。

3. [Create a Lambda function] (Lambda 関数の作成) を選択します。
4. [Use a blueprint] (設計図の使用) ページで、AWS Config ルール用の設計図関数のいずれかを開始点と

して選択します。設計図を使用しない場合は、[Skip] (スキップ) をクリックして続行します。
5. [トリガーを設定する] ページで、[次に進む] を選択します。
6. [[Basic information]](基本的な情報) ページで、名前と説明を入力します。
7. ランタイムで、関数を記述したプログラミング言語を選択します。
8. コード エントリ タイプで、使用するエントリタイプを選択します。設計図を使用している場合は、事

前設定されたコードをそのまま使用します。
9. 選択したコードエントリタイプに応じた方法に従ってコードを指定します。設計図を使用している場

合は、関数コードがコードエディタに表示されます。このコードをカスタマイズして独自の評価ロ
ジックを追加できます。コードは、AWS Config で関数を呼び出したときに提供されるイベントデー
タを評価できます。

• config-rule-change-triggered 設計図に基づく関数 (設定変更に伴ってトリガーされる関数) の場
合、AWS リソースの変更された設定項目オブジェクトやサイズが大きすぎる設定項目オブジェクト
がイベントデータになります。

• config-rule-periodic 設計図に基づく関数 (選択した間隔でトリガーされる関数) の場合、評価のトリ
ガー時点に関する情報を含む JSON オブジェクトがイベントデータになります。

• どちらのタイプの関数に対しても、AWS Config はルールパラメータを JSON 形式で渡します。ど
のルールパラメータを渡すかは、AWS Config でカスタム Lambda ルールを作成するときに定義で
きます。

• AWS Config で関数を呼び出すときに発行するイベントの例については、「AWS Config ルールのイ
ベントの例 (p. 693)」を参照してください。

10. [Execution role] (実行ロール) ドロップダウンリストで、[Create new role from AWS Policy templates]
(ポリシーテンプレートから新しいロールを作成) を選択します。

11. Role name に名前を入力します。
12. [ポリシーテンプレート] で、[AWS Config ルールのアクセス許可] を選択します。
13. 詳細を確認し、[Create function] (関数の作成) をクリックします。

AWS Config でのカスタムルールの作成

AWS Config を使用してカスタム Lambda ルールを作成し、そのルールを Lambda 関数に関連付けます。

カスタムルールを作成するには

1. AWS Config コンソール (https://console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが、カスタム Lambda ルール用の 

AWS Lambda 関数を作成したのと同じリージョンに設定されていることを確認します。
3. [Rules] (ルール) ページで、[Add rule] (ルールの追加) を選択します。
4. [Specify rule type] (ルールタイプの指定) ページで [Create custom rule] (カスタムルールの作成) をク

リックします。
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5. [Configure rule] (ルールの設定) ページで、名前と説明を入力します。
6. AWS Lambda [function ARN] (関数の ARN) で、AWS Lambda から関数に割り当てられた ARN を指定

します。

Note

このステップで指定する ARN に $LATEST 修飾子を含めることはできません。ARN は
バージョン修飾子なしで指定するか、$LATEST 以外の修飾子を使用して指定します。AWS 
Lambda は関数のバージョニングをサポートしており、各バージョンに割り当てられる ARN 
には修飾子が使用されます。AWS Lambda では、最新バージョンに $LATEST 修飾子を使用
します。

7. [Trigger type] (トリガータイプ) で、以下のどちらかまたは両方を選択します。

• [Configuration changes] (設定変更) – AWS Config が設定変更を検出すると、Lambda 関数を呼び出
します。

• [Periodic] (定期的) – AWS Config が、ユーザーが選択した頻度 (24 時間ごとなど) で Lambda 関数
を呼び出します。

8. ルールのトリガータイプとして [Configuration changes] (設定変更) を選択した場合、AWS Config が 
Lambda 関数を呼び出す [Scope of changes] (変更範囲) で以下のいずれかのオプションを指定しま
す。

• [All changes] (すべての変更) – AWS Config によって記録されたリソースが作成、変更、または削除
された場合。

• [Resources] (リソース) – 指定したリソースタイプや、リソースタイプおよび修飾子と一致するリ
ソースが作成、変更、または削除された場合。

• [Tags] (タグ) – 指定したタグと一致するリソースが作成、変更、または削除された場合。
9. ルールのトリガータイプとして [Periodic] (定期的) を選択した場合、AWS Config が Lambda 関数を呼

び出す [Frequency] (頻度) を指定します。
10. [Rule parameters] ((ルールのパラメータ)) セクションで、AWS Lambda 関数で評価するルールパラ

メータと必要な値を指定します。
11. [Next] (次へ) を選択します。[Review and create] (確認と作成) ページで、ルールに関する詳細を確認

し、[Add rule function] (ルール関数の追加) をクリックします。新しいルールが [Rules] (ルール) ペー
ジに表示されます。

AWS Config で AWS Lambda 関数の評価結果を受け取るまで、コンプライアンス には [Evaluating...]
と表示されます。ルールと関数が正常に動作している場合は、結果の概要が数分後に表示されます。
結果は、更新ボタンを使用して更新できます。

ルールまたは関数が正常に動作していない場合は、[Compliance] (コンプライアンス) に以下のいずれ
かが表示されます。

• [No results reported] (報告される結果がありません) - AWS Config でルールに対してリソースが評価
されました。ルールがスコープ内の AWS リソースに適用されなかったか、指定したリソースが削
除されたか、または評価結果が削除されました。評価結果を取得するには、ルールを更新するか、
スコープを変更するか、または [Re-evaluate] (再評価) を選択します。

このメッセージは、ルールから評価結果が報告されなかった場合にも表示される場合があります。
• [No resources in scope] (対象にリソースがありません) - 記録された AWS Config リソースは、この

ルールのスコープ内にないため、AWS ではこのルールに対してリソースを評価できません。AWS 
Config で記録するリソースは、[Settings] (設定) ページで選択できます。

• [Evaluations failed] (評価が失敗しました) - 問題の原因を判断するには、ルール名を選択して詳細
ページを開き、エラーメッセージを確認します。
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Note

AWS Config コンソールでカスタム Lambda ルールを作成すると、適切な許可が自動的に作
成されます。AWS CLI でカスタム Lambda ルールを作成した場合は、aws lambda add-
permission コマンドを使用して、Lambda 関数を呼び出す許可を AWS Config に付与する必要
があります。詳細については、[AWS Lambdaデベロッパーガイド] で [AWS Lambda(Lambda 関
数ポリシー) のリソースベースのポリシーを使用する] を参照してください。
Lambda 関数を呼び出す AWS Config 許可を与える前に以下のセクション AWS Lambda リソース
ベースのポリシーにおけるセキュリティのベストプラクティス (p. 680) を参照してください。

AWS Lambda リソースベースのポリシーにおけるセキュリティのベストプラク
ティス

セキュリティのベストプラクティスとして、Lambda 関数を呼び出すためにサービスプリンシパル名 
(SPN) 全体に呼び出し許可を与えないようにするため、Lambdaリソースベースのポリシーで呼び出しリ
クエストにsourceARNおよび/またはsourceAccountIdを使用してアクセスを制限することを強く推奨
します。

sourceARN は Lambda 関数を呼び出している AWS Config ルールの ARN です。

sourceAccountId は、ルールを作成したユーザーのアカウント ID です。

Lambda リソースベースのポリシーでアクセスを制限すると、AWS Lambda は予想されるユーザーおよび
シナリオのみに代わってリソースにアクセスしています。

SPN ベースの権限を追加するには、次の CLI を使用する必要があります

aws lambda add-permission --function-name rule lambda function name --action 
 lambda:InvokeFunction --statement-id config --principal config.amazonaws.com

SourceAccountID ベースの権限を追加するには

ルールが作成される前に、次の CLI を使用して、sourceAccountId リソースベースのポリシーにアクセ
ス許可をベースを追加します。

aws lambda add-permission --function-name rule lambda function name --action 
 lambda:InvokeFunction --statement-id config --principal config.amazonaws.com --source-
account your account ID

SourceArn と SourceAccountId ベースの許可の両方を追加するには

ルールを作成したら、次の CLI を使用して、リソースベースのポリシーに sourceARN ベースのアクセス
許可を設定します。これにより、Lambda 関数を許可できるのは、特定のルール ARN のみです。

aws lambda add-permission --function-name rule lambda function name --action 
 lambda:InvokeFunction --statement-id config --principal config.amazonaws.com --source-
account your account ID --source-arn ARN of the created config rule

その他のリソースタイプの評価

AWS Config にまだ記録されていないリソースタイプに対して評価を実行するカスタム Lambda ルールを
作成できます。これは、現在 AWS Config で記録対象外となっているその他のリソースタイプのコンプラ
イアンスを評価する場合に便利です。カスタム Lambda ルールで評価できるその他のリソースタイプのリ
ストについては、「AWS リソースタイプのリファレンス」を参照してください。
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Note

AWS CloudFormation ユーザーガイドのリストには、AWS Config でカスタム Lambda ルールを
作成するためにまだ利用できない、最近追加されたリソースタイプが含まれている場合がありま
す。AWS Config ではリソースタイプのサポートを定期的に追加しています。

例

1. アカウントの Amazon S3 Glacier を評価する場合。Amazon S3 Glacier は現在 AWS Config のレコー
ド対象外です。

2. Amazon S3 Glacier がアカウントの要件に適合しているかどうかを評価する AWS Lambda 関数を作成
する場合。

3. evaluate-glacier-vaults という名前のカスタム Lambda ルールを作成して、AWS Lambda 関数をルー
ルに割り当てる場合。

4. AWS Config Lambda 関数を呼び出して、ルールに対して Amazon S3 Glacier を評価する場合。
5. AWS Config から評価が返され、ルールに対するコンプライアンス結果を確認する場合。

Note

AWS Config タイムラインで設定の詳細を確認できます。また、AWS Config コンソールでリソー
スを参照して AWS Config でサポートされているリソースを確認できます。すべてのリソースタ
イプを記録するように AWS Config を設定している場合は、新しくサポートされたリソースが自
動的に記録されます。詳細については、「サポートされているリソースタイプ (p. 11)」を参照し
てください。

AWS Config ルールの AWS Lambda 関数とイベントの例
各カスタム Lambda ルールは、ルールの評価ロジックが含まれたカスタムコードである Lambda 関数に関
連付けられます。Config ルールのトリガーが発生した場合 (AWS Config が設定変更を検出した場合など) 
は AWS Config イベントを発行してルールの Lambda 関数を呼び出します。[イベント] は、関数が評価す
る設定データを提供する JSON オブジェクトです。

AWS Lambda の関数とイベントの詳細については、[デベロッパーガイド] のを [AWS Lambda関数とイベ
ント出典] を参照してください。

トピック
• AWS Config ルールの AWS Lambda 関数の例 (Node.js) (p. 681)
• AWS Lambda ルールの AWS Config 関数の例 (Python) (p. 687)
• AWS Config ルールのイベントの例 (p. 693)

AWS Config ルールの AWS Lambda 関数の例 (Node.js)

AWS Lambda は、AWS のサービスから発行されたイベントに応じて関数を実行します。AWS Config 
カスタム Lambda ルールの関数は AWS Config から発行されたイベントを受け取り、イベントから受け
取ったデータと AWS Config API から取得したデータを使用してルールのコンプライアンスを評価しま
す。Config ルールの関数のオペレーションは、設定変更でトリガーされる評価を実行するか、定期的にト
リガーされる評価を実行するかで異なります。

AWS Lambda 関数内の一般的なパターンについては、[デベロッパーガイド] の [AWS Lambdaプログラミ
ングモデル] を参照してください。

目次
• 設定変更でトリガーされる評価の関数の例 (p. 682)
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• 定期的な評価の関数の例 (p. 685)

設定変更でトリガーされる評価の関数の例

AWS Config は、カスタムルールのスコープ内にあるリソースの設定変更を検出すると、次の例のような
関数を呼び出します。

この例のような関数に関連付けるルールを AWS Config コンソールで作成する場合は、トリガータイ
プとして [Configuration changes] (設定変更) を選択します。AWS Config API または AWS CLI でルー
ルを作成する場合は、MessageType 属性を ConfigurationItemChangeNotification および
OversizedConfigurationItemChangeNotification に設定します。これらの設定により、リソー
スの変更に伴って AWS Config で設定項目またはサイズが大きすぎる設定項目が生成されるたびに、ルー
ルがトリガーされます。

この例では、リソースを評価し、インスタンスがリソースタイプ AWS::EC2::Instance と一致するかど
うかを確認します。AWS Config で設定項目またはサイズが大きすぎる設定項目が生成されると、ルール
がトリガーされます。

'use strict';

const aws = require('aws-sdk');

const config = new aws.ConfigService();

// Helper function used to validate input
function checkDefined(reference, referenceName) { 
    if (!reference) { 
        throw new Error(`Error: ${referenceName} is not defined`); 
    } 
    return reference;
}

// Check whether the message type is OversizedConfigurationItemChangeNotification,
function isOverSizedChangeNotification(messageType) { 
    checkDefined(messageType, 'messageType'); 
    return messageType === 'OversizedConfigurationItemChangeNotification';
}

// Get the configurationItem for the resource using the getResourceConfigHistory API.
function getConfiguration(resourceType, resourceId, configurationCaptureTime, callback) { 
    config.getResourceConfigHistory({ resourceType, resourceId, laterTime: new 
 Date(configurationCaptureTime), limit: 1 }, (err, data) => { 
        if (err) { 
            callback(err, null); 
        } 
        const configurationItem = data.configurationItems[0]; 
        callback(null, configurationItem); 
    });
}

// Convert the oversized configuration item from the API model to the original invocation 
 model.
function convertApiConfiguration(apiConfiguration) { 
    apiConfiguration.awsAccountId = apiConfiguration.accountId; 
    apiConfiguration.ARN = apiConfiguration.arn; 
    apiConfiguration.configurationStateMd5Hash = apiConfiguration.configurationItemMD5Hash; 
    apiConfiguration.configurationItemVersion = apiConfiguration.version; 
    apiConfiguration.configuration = JSON.parse(apiConfiguration.configuration); 
    if ({}.hasOwnProperty.call(apiConfiguration, 'relationships')) { 
        for (let i = 0; i < apiConfiguration.relationships.length; i++) { 
            apiConfiguration.relationships[i].name = 
 apiConfiguration.relationships[i].relationshipName; 
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        } 
    } 
    return apiConfiguration;
}

// Based on the message type, get the configuration item either from the configurationItem 
 object in the invoking event or with the getResourceConfigHistory API in the 
 getConfiguration function.
function getConfigurationItem(invokingEvent, callback) { 
    checkDefined(invokingEvent, 'invokingEvent'); 
    if (isOverSizedChangeNotification(invokingEvent.messageType)) { 
       const configurationItemSummary = 
 checkDefined(invokingEvent.configurationItemSummary, 'configurationItemSummary'); 
        getConfiguration(configurationItemSummary.resourceType, 
 configurationItemSummary.resourceId, 
 configurationItemSummary.configurationItemCaptureTime, (err, apiConfigurationItem) => { 
            if (err) { 
                callback(err); 
            } 
            const configurationItem = convertApiConfiguration(apiConfigurationItem); 
            callback(null, configurationItem); 
       }); 
    } else { 
        checkDefined(invokingEvent.configurationItem, 'configurationItem'); 
        callback(null, invokingEvent.configurationItem); 
    }
}

// Check whether the resource has been deleted. If the resource was deleted, then the 
 evaluation returns not applicable.
function isApplicable(configurationItem, event) { 
    checkDefined(configurationItem, 'configurationItem'); 
    checkDefined(event, 'event'); 
    const status = configurationItem.configurationItemStatus; 
    const eventLeftScope = event.eventLeftScope; 
    return (status === 'OK' || status === 'ResourceDiscovered') && eventLeftScope === 
 false;
}

// In this example, the resource is compliant if it is an instance and its type matches the 
 type specified as the desired type.
// If the resource is not an instance, then this resource is not applicable.
function evaluateChangeNotificationCompliance(configurationItem, ruleParameters) { 
    checkDefined(configurationItem, 'configurationItem'); 
    checkDefined(configurationItem.configuration, 'configurationItem.configuration'); 
    checkDefined(ruleParameters, 'ruleParameters'); 

    if (configurationItem.resourceType !== 'AWS::EC2::Instance') { 
        return 'NOT_APPLICABLE'; 
    } else if (ruleParameters.desiredInstanceType === 
 configurationItem.configuration.instanceType) { 
        return 'COMPLIANT'; 
    } 
    return 'NON_COMPLIANT';
}

// Receives the event and context from AWS Lambda.
exports.handler = (event, context, callback) => { 
    checkDefined(event, 'event'); 
    const invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent); 
    const ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters); 
    getConfigurationItem(invokingEvent, (err, configurationItem) => { 
        if (err) { 
            callback(err); 
        } 
        let compliance = 'NOT_APPLICABLE'; 
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        const putEvaluationsRequest = {}; 
        if (isApplicable(configurationItem, event)) { 
            // Invoke the compliance checking function. 
            compliance = evaluateChangeNotificationCompliance(configurationItem, 
 ruleParameters); 
        } 
        // Initializes the request that contains the evaluation results. 
        putEvaluationsRequest.Evaluations = [ 
            { 
                ComplianceResourceType: configurationItem.resourceType, 
                ComplianceResourceId: configurationItem.resourceId, 
                ComplianceType: compliance, 
                OrderingTimestamp: configurationItem.configurationItemCaptureTime, 
            }, 
        ]; 
        putEvaluationsRequest.ResultToken = event.resultToken; 

        // Sends the evaluation results to AWS Config. 
        config.putEvaluations(putEvaluationsRequest, (error, data) => { 
            if (error) { 
                callback(error, null); 
            } else if (data.FailedEvaluations.length > 0) { 
                // Ends the function if evaluation results are not successfully reported to 
 AWS Config. 
                callback(JSON.stringify(data), null); 
            } else { 
                callback(null, data); 
            } 
        }); 
    });
};

関数のオペレーション

関数はランタイムに以下のオペレーションを実行します。

1. 関数は、AWS Lambda から event オブジェクトが handler 関数に渡されると、実行されます。この
例では、関数がオプションの callback パラメータを承諾し、それを使用して発信者に情報を返しま
す。AWS Lambda は context オブジェクトも渡します。このオブジェクトには関数の実行中に使用で
きる情報とメソッドが含まれています。Lambda の新しいバージョンでは、コンテキストは使用されな
くなりました。

2. 関数は、イベントの messageType が設定項目であるかサイズが大きすぎる設定項目であるかを確認
し、その設定項目を返します。

3. ハンドラーは、isApplicable 関数を呼び出してリソースが削除されたかどうかを確認します。
4. ハンドラは evaluateChangeNotificationCompliance 関数を呼び出し、イベントで AWS Config 

から発行された configurationItem オブジェクトと ruleParameters オブジェクトを渡します。

関数は最初にリソースが EC2 インスタンスであるかどうかを評価します。リソースが EC2 インスタン
スではない場合、関数はコンプライアンス値として NOT_APPLICABLE を返します。

次に、関数は設定項目の instanceType 属性が desiredInstanceType パラメータ値と等しいかど
うかを評価します。値が等しい場合、関数は COMPLIANT を返します。値が等しくない場合、関数は
NON_COMPLIANT を返します。

5. ハンドラは、putEvaluationsRequest オブジェクトを初期化し、AWS Config に評価結果を送信す
る準備を整えます。このオブジェクトに含まれている Evaluations パラメータは、評価対象のリソー
スのコンプライアンス結果、リソースタイプ、および ID を識別します。putEvaluationsRequest
オブジェクトには、AWS Config のルールとイベントを識別する、イベントの結果トークンも含まれて
います。

6. ハンドラは、config クライアントの putEvaluations メソッドにオブジェクトを渡すことで、AWS 
Config に評価結果を送信します。
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定期的な評価の関数の例

AWS Config は定期的な評価に応じて次の例のような関数を呼び出します。定期的な評価は、AWS Config 
でのルールの定義時に指定した間隔で発生します。

この例のような関数に関連付けるルールを AWS Config コンソールで作成する場合は、トリガータイ
プとして [Periodic] (定期的) を選択します。AWS Config API または AWS CLI でルールを作成する場合
は、MessageType 属性を ScheduledNotification に設定します。

この例では、指定したリソースの合計数が指定した最大値を超えているかどうかを確認します。

var aws = require('aws-sdk'), // Loads the AWS SDK for JavaScript. 
    config = new aws.ConfigService(), // Constructs a service object to use the 
 aws.ConfigService class. 
    COMPLIANCE_STATES = { 
        COMPLIANT : 'COMPLIANT', 
        NON_COMPLIANT : 'NON_COMPLIANT', 
        NOT_APPLICABLE : 'NOT_APPLICABLE' 
    };

// Receives the event and context from AWS Lambda.
exports.handler = function(event, context, callback) { 
    // Parses the invokingEvent and ruleParameters values, which contain JSON objects 
 passed as strings. 
    var invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent),  
        ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters), 
        noOfResources = 0; 

    if (isScheduledNotification(invokingEvent)) { 
        countResourceTypes(ruleParameters.applicableResourceType, "", noOfResources, 
 function(err, count) { 
            if (err === null) { 
                var putEvaluationsRequest; 
                // Initializes the request that contains the evaluation results. 
                putEvaluationsRequest = { 
                    Evaluations : [ { 
                        // Applies the evaluation result to the AWS account published in 
 the event. 
                        ComplianceResourceType : 'AWS::::Account', 
                        ComplianceResourceId : event.accountId, 
                        ComplianceType : evaluateCompliance(ruleParameters.maxCount, 
 count), 
                        OrderingTimestamp : new Date() 
                    } ], 
                    ResultToken : event.resultToken 
                }; 
                // Sends the evaluation results to AWS Config. 
                config.putEvaluations(putEvaluationsRequest, function(err, data) { 
                    if (err) { 
                        callback(err, null); 
                    } else { 
                        if (data.FailedEvaluations.length > 0) { 
                            // Ends the function execution if evaluation results are not 
 successfully reported 
                            callback(JSON.stringify(data)); 
                        } 
                        callback(null, data); 
                    } 
                }); 
            } else { 
                callback(err, null); 
            } 
        }); 
    } else { 
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        console.log("Invoked for a notification other than Scheduled Notification... 
 Ignoring."); 
    }
};

// Checks whether the invoking event is ScheduledNotification.
function isScheduledNotification(invokingEvent) { 
    return (invokingEvent.messageType === 'ScheduledNotification');
}

// Checks whether the compliance conditions for the rule are violated.
function evaluateCompliance(maxCount, actualCount) { 
    if (actualCount > maxCount) { 
        return COMPLIANCE_STATES.NON_COMPLIANT; 
    } else { 
        return COMPLIANCE_STATES.COMPLIANT; 
    }
}

// Counts the applicable resources that belong to the AWS account.
function countResourceTypes(applicableResourceType, nextToken, count, callback) { 
    config.listDiscoveredResources({resourceType : applicableResourceType, nextToken : 
 nextToken}, function(err, data) { 
        if (err) { 
            callback(err, null); 
        } else { 
            count = count + data.resourceIdentifiers.length; 
            if (data.nextToken !== undefined && data.nextToken != null) { 
                countResourceTypes(applicableResourceType, data.nextToken, count, 
 callback); 
            } 
            callback(null, count); 
        } 
    }); 
    return count;
}

関数のオペレーション

関数はランタイムに以下のオペレーションを実行します。

1. 関数は、AWS Lambda から event オブジェクトが handler 関数に渡されると、実行されます。この
例では、関数がオプションの callback パラメータを承諾し、それを使用して発信者に情報を返しま
す。AWS Lambda は context オブジェクトも渡します。このオブジェクトには関数の実行中に使用で
きる情報とメソッドが含まれています。Lambda の新しいバージョンでは、コンテキストは使用されな
くなりました。

2. 指定したタイプのリソースをカウントするために、ハンドラーは countResourceTypes 関
数を呼び出し、イベントから受け取った applicableResourceType パラメータを渡しま
す。countResourceTypes 関数は、listDiscoveredResources クライアントの config メソッド
を呼び出します。クライアントは、該当するリソースの ID のリストを返します。関数は、このリスト
の長さに基づいて該当するリソースの数を判断し、この数をハンドラーに返します。

3. ハンドラは、putEvaluationsRequest オブジェクトを初期化し、AWS Config に評価結果を送信
する準備を整えます。このオブジェクトには、Evaluations パラメータが含まれています。このパ
ラメータは、コンプライアンス結果とイベントで発行された AWS アカウント アカウントを識別しま
す。Evaluations パラメータでは、AWS Config でサポートされている任意のリソースタイプに結果
を適用できます。putEvaluationsRequest オブジェクトには、AWS Config のルールとイベントを
識別する、イベントの結果トークンも含まれています。

4. putEvaluationsRequest オブジェクト内で、ハンドラーは evaluateCompliance 関数を呼び出
します。この関数は、該当するリソースの数が、イベントから提供された maxCount パラメータに割
り当てた最大値を超えているかどうかをテストします。リソース数が最大値を超えている場合、関数は
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NON_COMPLIANT を返します。リソース数が最大値を超えていない場合、関数は COMPLIANT を返しま
す。

5. ハンドラは、config クライアントの putEvaluations メソッドにオブジェクトを渡すことで、AWS 
Config に評価結果を送信します。

AWS Lambda ルールの AWS Config 関数の例 (Python)

AWS Lambda は、AWS のサービスから発行されたイベントに応じて関数を実行します。AWS Config 
カスタム Lambda ルールの関数は AWS Config から発行されたイベントを受け取り、イベントから受け
取ったデータと AWS Config API から取得したデータを使用してルールのコンプライアンスを評価しま
す。Config ルールの関数のオペレーションは、設定変更でトリガーされる評価を実行するか、定期的にト
リガーされる評価を実行するかで異なります。

AWS Lambda 関数内の一般的なパターンについては、[デベロッパーガイド] の [AWS Lambdaプログラミ
ングモデル] を参照してください。

目次
• 設定変更でトリガーされる評価の関数の例 (p. 682)
• 定期的な評価の関数の例 (p. 685)

設定変更でトリガーされる評価の関数の例

AWS Config は、カスタムルールのスコープ内にあるリソースの設定変更を検出すると、次の例のような
関数を呼び出します。

この例のような関数に関連付けるルールを AWS Config コンソールで作成する場合は、トリガータイ
プとして [Configuration changes] (設定変更) を選択します。AWS Config API または AWS CLI でルー
ルを作成する場合は、MessageType 属性を ConfigurationItemChangeNotification および
OversizedConfigurationItemChangeNotification に設定します。これらの設定により、リソー
スの変更に伴って AWS Config で設定項目またはサイズが大きすぎる設定項目が生成されるたびに、ルー
ルがトリガーされます。

import boto3
import json
import datetime

# Set to True to get the lambda to assume the Role attached on the Config Service (useful 
 for cross-account).
ASSUME_ROLE_MODE = False

# This gets the client after assuming the Config service role
# either in the same AWS account or cross-account.
def get_client(service, event): 
    """Return the service boto client. It should be used instead of directly calling the 
 client. 
    Keyword arguments: 
    service -- the service name used for calling the boto.client() 
    event -- the event variable given in the lambda handler 
    """ 
    if not ASSUME_ROLE_MODE: 
        return boto3.client(service) 
    credentials = get_assume_role_credentials(event["executionRoleArn"]) 
    return boto3.client(service, aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'], 
                        aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'], 
                        aws_session_token=credentials['SessionToken'] 
                       )

# Helper function used to validate input
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def check_defined(reference, reference_name): 
    if not reference: 
        raise Exception('Error: ', reference_name, 'is not defined') 
    return reference

# Check whether the message is OversizedConfigurationItemChangeNotification or not
def is_oversized_changed_notification(message_type): 
    check_defined(message_type, 'messageType') 
    return message_type == 'OversizedConfigurationItemChangeNotification'

# Get configurationItem using getResourceConfigHistory API
# in case of OversizedConfigurationItemChangeNotification
def get_configuration(resource_type, resource_id, configuration_capture_time): 
    result = AWS_CONFIG_CLIENT.get_resource_config_history( 
        resourceType=resource_type, 
        resourceId=resource_id, 
        laterTime=configuration_capture_time, 
        limit=1) 
    configurationItem = result['configurationItems'][0] 
    return convert_api_configuration(configurationItem)

# Convert from the API model to the original invocation model
def convert_api_configuration(configurationItem): 
    for k, v in configurationItem.items(): 
        if isinstance(v, datetime.datetime): 
            configurationItem[k] = str(v) 
    configurationItem['awsAccountId'] = configurationItem['accountId'] 
    configurationItem['ARN'] = configurationItem['arn'] 
    configurationItem['configurationStateMd5Hash'] = 
 configurationItem['configurationItemMD5Hash'] 
    configurationItem['configurationItemVersion'] = configurationItem['version'] 
    configurationItem['configuration'] = json.loads(configurationItem['configuration']) 
    if 'relationships' in configurationItem: 
        for i in range(len(configurationItem['relationships'])): 
            configurationItem['relationships'][i]['name'] = 
 configurationItem['relationships'][i]['relationshipName'] 
    return configurationItem

# Based on the type of message get the configuration item
# either from configurationItem in the invoking event
# or using the getResourceConfigHistory API in getConfiguration function.
def get_configuration_item(invokingEvent): 
    check_defined(invokingEvent, 'invokingEvent') 
    if is_oversized_changed_notification(invokingEvent['messageType']): 
        configurationItemSummary = check_defined(invokingEvent['configurationItemSummary'], 
 'configurationItemSummary') 
        return get_configuration(configurationItemSummary['resourceType'], 
 configurationItemSummary['resourceId'], 
 configurationItemSummary['configurationItemCaptureTime']) 
    return check_defined(invokingEvent['configurationItem'], 'configurationItem')

# Check whether the resource has been deleted. If it has, then the evaluation is 
 unnecessary.
def is_applicable(configurationItem, event): 
    try: 
        check_defined(configurationItem, 'configurationItem') 
        check_defined(event, 'event') 
    except: 
        return True 
    status = configurationItem['configurationItemStatus'] 
    eventLeftScope = event['eventLeftScope'] 
    if status == 'ResourceDeleted': 
        print("Resource Deleted, setting Compliance Status to NOT_APPLICABLE.") 
    return (status == 'OK' or status == 'ResourceDiscovered') and not eventLeftScope

def get_assume_role_credentials(role_arn): 
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    sts_client = boto3.client('sts') 
    try: 
        assume_role_response = sts_client.assume_role(RoleArn=role_arn, 
 RoleSessionName="configLambdaExecution") 
        return assume_role_response['Credentials'] 
    except botocore.exceptions.ClientError as ex: 
        # Scrub error message for any internal account info leaks 
        if 'AccessDenied' in ex.response['Error']['Code']: 
            ex.response['Error']['Message'] = "AWS Config does not have permission to 
 assume the IAM role." 
        else: 
            ex.response['Error']['Message'] = "InternalError" 
            ex.response['Error']['Code'] = "InternalError" 
        raise ex

def evaluate_change_notification_compliance(configuration_item, rule_parameters): 
    check_defined(configuration_item, 'configuration_item') 
    check_defined(configuration_item['configuration'], 'configuration_item[\'configuration
\']') 
    if rule_parameters: 
        check_defined(rule_parameters, 'rule_parameters') 

    if (configuration_item['resourceType'] != 'AWS::EC2::Instance'): 
        return 'NOT_APPLICABLE' 

    elif rule_parameters.get('desiredInstanceType'): 
        if (configuration_item['configuration']['instanceType'] in 
 rule_parameters['desiredInstanceType']): 
            return 'COMPLIANT' 
    return 'NON_COMPLIANT'

def lambda_handler(event, context): 

    global AWS_CONFIG_CLIENT 

    check_defined(event, 'event') 
    invoking_event = json.loads(event['invokingEvent']) 
    rule_parameters = {} 
    if 'ruleParameters' in event: 
        rule_parameters = json.loads(event['ruleParameters']) 

    compliance_value = 'NOT_APPLICABLE' 

    AWS_CONFIG_CLIENT = get_client('config', event) 
    configuration_item = get_configuration_item(invoking_event) 
    if is_applicable(configuration_item, event): 
        compliance_value = evaluate_change_notification_compliance( 
                configuration_item, rule_parameters) 

    response = AWS_CONFIG_CLIENT.put_evaluations( 
       Evaluations=[ 
           { 
               'ComplianceResourceType': invoking_event['configurationItem']
['resourceType'], 
               'ComplianceResourceId': invoking_event['configurationItem']['resourceId'], 
               'ComplianceType': compliance_value, 
               'OrderingTimestamp': invoking_event['configurationItem']
['configurationItemCaptureTime'] 
           }, 
       ], 
       ResultToken=event['resultToken'])

関数のオペレーション

関数はランタイムに以下のオペレーションを実行します。
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1. 関数は、AWS Lambda から event オブジェクトが handler 関数に渡されると、実行されます。この
例では、関数がオプションの callback パラメータを承諾し、それを使用して発信者に情報を返しま
す。AWS Lambda は context オブジェクトも渡します。このオブジェクトには関数の実行中に使用で
きる情報とメソッドが含まれています。Lambda の新しいバージョンでは、コンテキストは使用されな
くなりました。

2. 関数は、イベントの messageType が設定項目であるかサイズが大きすぎる設定項目であるかを確認
し、その設定項目を返します。

3. ハンドラーは、isApplicable 関数を呼び出してリソースが削除されたかどうかを確認します。
4. ハンドラは evaluateChangeNotificationCompliance 関数を呼び出し、イベントで AWS Config 

から発行された configurationItem オブジェクトと ruleParameters オブジェクトを渡します。

関数は最初にリソースが EC2 インスタンスであるかどうかを評価します。リソースが EC2 インスタン
スではない場合、関数はコンプライアンス値として NOT_APPLICABLE を返します。

次に、関数は設定項目の instanceType 属性が desiredInstanceType パラメータ値と等しいかど
うかを評価します。値が等しい場合、関数は COMPLIANT を返します。値が等しくない場合、関数は
NON_COMPLIANT を返します。

5. ハンドラは、putEvaluationsRequest オブジェクトを初期化し、AWS Config に評価結果を送信す
る準備を整えます。このオブジェクトに含まれている Evaluations パラメータは、評価対象のリソー
スのコンプライアンス結果、リソースタイプ、および ID を識別します。putEvaluationsRequest
オブジェクトには、AWS Config のルールとイベントを識別する、イベントの結果トークンも含まれて
います。

6. ハンドラは、config クライアントの putEvaluations メソッドにオブジェクトを渡すことで、AWS 
Config に評価結果を送信します。

定期的な評価の関数の例

AWS Config は定期的な評価に応じて次の例のような関数を呼び出します。定期的な評価は、AWS Config 
でのルールの定義時に指定した間隔で発生します。

この例のような関数に関連付けるルールを AWS Config コンソールで作成する場合は、トリガータイ
プとして [Periodic] (定期的) を選択します。AWS Config API または AWS CLI でルールを作成する場合
は、MessageType 属性を ScheduledNotification に設定します。

import boto3
import json
import datetime

# Set to True to get the lambda to assume the Role attached on the Config Service (useful 
 for cross-account).
ASSUME_ROLE_MODE = False
DEFAULT_RESOURCE_TYPE = 'AWS::::Account'

# This gets the client after assuming the Config service role
# either in the same AWS account or cross-account.
def get_client(service, event): 
    """Return the service boto client. It should be used instead of directly calling the 
 client. 
    Keyword arguments: 
    service -- the service name used for calling the boto.client() 
    event -- the event variable given in the lambda handler 
    """ 
    if not ASSUME_ROLE_MODE: 
        return boto3.client(service) 
    credentials = get_assume_role_credentials(event["executionRoleArn"]) 
    return boto3.client(service, aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'], 
                        aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'], 
                        aws_session_token=credentials['SessionToken'] 
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                       )

def get_assume_role_credentials(role_arn): 
    sts_client = boto3.client('sts') 
    try: 
        assume_role_response = sts_client.assume_role(RoleArn=role_arn, 
 RoleSessionName="configLambdaExecution") 
        return assume_role_response['Credentials'] 
    except botocore.exceptions.ClientError as ex: 
        # Scrub error message for any internal account info leaks 
        if 'AccessDenied' in ex.response['Error']['Code']: 
            ex.response['Error']['Message'] = "AWS Config does not have permission to 
 assume the IAM role." 
        else: 
            ex.response['Error']['Message'] = "InternalError" 
            ex.response['Error']['Code'] = "InternalError" 
        raise ex

# Check whether the message is a ScheduledNotification or not.
def is_scheduled_notification(message_type): 
    return message_type == 'ScheduledNotification'

def count_resource_types(applicable_resource_type, next_token, count): 
    resource_identifier = 
 AWS_CONFIG_CLIENT.list_discovered_resources(resourceType=applicable_resource_type, 
 nextToken=next_token) 
    updated = count + len(resource_identifier['resourceIdentifiers']); 
    return updated

# Evaluates the configuration items in the snapshot and returns the compliance value to the 
 handler.
def evaluate_compliance(max_count, actual_count): 
    return 'NON_COMPLIANT' if int(actual_count) > int(max_count) else 'COMPLIANT'

def evaluate_parameters(rule_parameters): 
    if 'applicableResourceType' not in rule_parameters: 
        raise ValueError('The parameter with "applicableResourceType" as key must be 
 defined.') 
    if not rule_parameters['applicableResourceType']: 
        raise ValueError('The parameter "applicableResourceType" must have a defined 
 value.') 
    return rule_parameters

# This generate an evaluation for config
def build_evaluation(resource_id, compliance_type, event, 
 resource_type=DEFAULT_RESOURCE_TYPE, annotation=None): 
    """Form an evaluation as a dictionary. Usually suited to report on scheduled rules. 
    Keyword arguments: 
    resource_id -- the unique id of the resource to report 
    compliance_type -- either COMPLIANT, NON_COMPLIANT or NOT_APPLICABLE 
    event -- the event variable given in the lambda handler 
    resource_type -- the CloudFormation resource type (or AWS::::Account) to report on the 
 rule (default DEFAULT_RESOURCE_TYPE) 
    annotation -- an annotation to be added to the evaluation (default None) 
    """ 
    eval_cc = {} 
    if annotation: 
        eval_cc['Annotation'] = annotation 
    eval_cc['ComplianceResourceType'] = resource_type 
    eval_cc['ComplianceResourceId'] = resource_id 
    eval_cc['ComplianceType'] = compliance_type 
    eval_cc['OrderingTimestamp'] = str(json.loads(event['invokingEvent'])
['notificationCreationTime']) 
    return eval_cc

def lambda_handler(event, context): 
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    global AWS_CONFIG_CLIENT 

    evaluations = [] 
    rule_parameters = {} 
    resource_count = 0 
    max_count = 0 

    invoking_event = json.loads(event['invokingEvent']) 
    if 'ruleParameters' in event: 
        rule_parameters = json.loads(event['ruleParameters']) 

    valid_rule_parameters = evaluate_parameters(rule_parameters) 

    compliance_value = 'NOT_APPLICABLE' 

    AWS_CONFIG_CLIENT = get_client('config', event) 
    if is_scheduled_notification(invoking_event['messageType']): 
        result_resource_count = 
 count_resource_types(valid_rule_parameters['applicableResourceType'], '', resource_count) 

    if valid_rule_parameters.get('maxCount'): 
        max_count = valid_rule_parameters['maxCount'] 

    compliance_value = evaluate_compliance(max_count, result_resource_count) 
    evaluations.append(build_evaluation(event['accountId'], compliance_value, event, 
 resource_type=DEFAULT_RESOURCE_TYPE)) 
    response = AWS_CONFIG_CLIENT.put_evaluations(Evaluations=evaluations, 
 ResultToken=event['resultToken'])

関数のオペレーション

関数はランタイムに以下のオペレーションを実行します。

1. 関数は、AWS Lambda から event オブジェクトが handler 関数に渡されると、実行されます。この
例では、関数がオプションの callback パラメータを承諾し、それを使用して発信者に情報を返しま
す。AWS Lambda は context オブジェクトも渡します。このオブジェクトには関数の実行中に使用で
きる情報とメソッドが含まれています。Lambda の新しいバージョンでは、コンテキストは使用されな
くなりました。

2. 指定したタイプのリソースをカウントするために、ハンドラーは countResourceTypes 関
数を呼び出し、イベントから受け取った applicableResourceType パラメータを渡しま
す。countResourceTypes 関数は、listDiscoveredResources クライアントの config メソッド
を呼び出します。クライアントは、該当するリソースの ID のリストを返します。関数は、このリスト
の長さに基づいて該当するリソースの数を判断し、この数をハンドラーに返します。

3. ハンドラは、putEvaluationsRequest オブジェクトを初期化し、AWS Config に評価結果を送信
する準備を整えます。このオブジェクトには、Evaluations パラメータが含まれています。このパ
ラメータは、コンプライアンス結果とイベントで発行された AWS アカウント アカウントを識別しま
す。Evaluations パラメータでは、AWS Config でサポートされている任意のリソースタイプに結果
を適用できます。putEvaluationsRequest オブジェクトには、AWS Config のルールとイベントを
識別する、イベントの結果トークンも含まれています。

4. putEvaluationsRequest オブジェクト内で、ハンドラーは evaluateCompliance 関数を呼び出
します。この関数は、該当するリソースの数が、イベントから提供された maxCount パラメータに割
り当てた最大値を超えているかどうかをテストします。リソース数が最大値を超えている場合、関数は
NON_COMPLIANT を返します。リソース数が最大値を超えていない場合、関数は COMPLIANT を返しま
す。

5. ハンドラは、config クライアントの putEvaluations メソッドにオブジェクトを渡すことで、AWS 
Config に評価結果を送信します。
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AWS Config ルールのイベントの例
ルールのトリガーが発生すると、AWS Config はイベントを発行してルールの AWS Lambda 関数を呼び出
します。次に、AWS Lambda はイベントを関数のハンドラーに渡して関数を実行します。

設定変更でトリガーされる評価のイベントの例

AWS Config は、ルールのスコープ内にあるリソースで設定変更を検出すると、イベントを発行します。
次のイベント例は、EC2 インスタンスの設定変更でルールがトリガーされたことを示しています。

{  
    "invokingEvent": "{\"configurationItem\":{\"configurationItemCaptureTime\":
\"2016-02-17T01:36:34.043Z\",\"awsAccountId\":\"123456789012\",\"configurationItemStatus\":
\"OK\",\"resourceId\":\"i-00000000\",\"ARN\":\"arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/
i-00000000\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"availabilityZone\":\"us-east-2a\",
\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\",\"tags\":{\"Foo\":\"Bar\"},\"relationships\":
[{\"resourceId\":\"eipalloc-00000000\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::EIP\",\"name\":
\"Is attached to ElasticIp\"}],\"configuration\":{\"foo\":\"bar\"}},\"messageType\":
\"ConfigurationItemChangeNotification\"}", 
    "ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}", 
    "resultToken": "myResultToken", 
    "eventLeftScope": false, 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role", 
    "configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-0123456", 
    "configRuleName": "change-triggered-config-rule", 
    "configRuleId": "config-rule-0123456", 
    "accountId": "123456789012", 
    "version": "1.0"
}

サイズが大きすぎる設定変更でトリガーされる評価のイベントの例

一部のリソースの変更では、サイズが大きすぎる設定項目が生成されます。次のイベント例は、EC2 イン
スタンスのサイズが大きすぎる設定変更でルールがトリガーされたことを示しています。

{ 
        "invokingEvent": "{\"configurationItemSummary\": {\"changeType\": \"UPDATE
\",\"configurationItemVersion\": \"1.2\",\"configurationItemCaptureTime\":
\"2016-10-06T16:46:16.261Z\",\"configurationStateId\": 0,\"awsAccountId\":\"123456789012\",
\"configurationItemStatus\": \"OK\",\"resourceType\": \"AWS::EC2::Instance\",
\"resourceId\":\"i-00000000\",\"resourceName\":null,\"ARN\":\"arn:aws:ec2:us-
west-2:123456789012:instance/i-00000000\",\"awsRegion\": \"us-west-2\",\"availabilityZone
\":\"us-west-2a\",\"configurationStateMd5Hash\":\"8f1ee69b287895a0f8bc5753eca68e96\",
\"resourceCreationTime\":\"2016-10-06T16:46:10.489Z\"},\"messageType\":
\"OversizedConfigurationItemChangeNotification\"}", 
        "ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}", 
        "resultToken": "myResultToken", 
        "eventLeftScope": false, 
        "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role", 
        "configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-rule-
ec2-managed-instance-inventory", 
        "configRuleName": "change-triggered-config-rule", 
        "configRuleId": "config-rule-0123456", 
        "accountId": "123456789012", 
        "version": "1.0" 
    }

定期的な間隔でトリガーされる評価のイベントの例

AWS Config は、指定された間隔 (24 時間ごとなど) でリソースを評価するときにイベントを発行します。
次のイベント例は、定期的な間隔でルールがトリガーされたことを示しています。
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{ 
    "invokingEvent": "{\"awsAccountId\":\"123456789012\",\"notificationCreationTime\":
\"2016-07-13T21:50:00.373Z\",\"messageType\":\"ScheduledNotification\",\"recordVersion\":
\"1.0\"}", 
    "ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}", 
    "resultToken": "myResultToken", 
    "eventLeftScope": false, 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role", 
    "configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-0123456", 
    "configRuleName": "periodic-config-rule", 
    "configRuleId": "config-rule-6543210", 
    "accountId": "123456789012", 
    "version": "1.0"
}

イベントの属性

AWS Config イベントの JSON オブジェクトには、以下の属性が含まれています。

invokingEvent

ルールの評価をトリガーするイベント。リソースの設定変更に応じてイベントが発行される場合、こ
の属性の値は JSON configurationItem または configurationItemSummary (サイズが大きす
ぎる設定項目の場合) です。設定項目は、AWS Config で変更を検出した時点のリソースの状態を示し
ます。設定項目の例については、「設定履歴の表示 (p. 228)」の get-resource-config-history
AWS CLI コマンドで生成される出力を参照してください。

定期的な評価のためにイベントが発行される場合、値は JSON オブジェクトを含む文字列です。オブ
ジェクトには、トリガーされた評価に関する情報が含まれています。

それぞれのタイプのイベントで、次の Node.js 例を示すように、関数は JSON パーサーで文字列を解
析して文字列の内容を評価する必要があります。

var invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent);

ruleParameters

評価ロジックの一部として関数が処理するキー/値ペア。AWS Config コンソールを使用してカスタム 
Lambda ルールを作成するときにパラメータを定義します。PutConfigRule AWS Config API リクエ
ストまたは put-config-rule AWS CLI コマンドの InputParameters 属性でも、パラメータを定
義できます。

パラメータの JSON コードが文字列に含まれているため、次の Node.js 例で示すように、関数は文字
列を JSON パーサーで解析して文字列の内容を評価する必要があります。

var ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters);

resultToken

PutEvaluations 呼び出しで関数から AWS Config に渡すトークン。
eventLeftScope

評価対象の AWS リソースがルールのスコープから削除されているかどうかを示すブール値。
値が true の場合、関数は、NOT_APPLICABLE 呼び出しの ComplianceType 属性の値として
PutEvaluations を渡すことで、評価を無視できることを示します。

executionRoleArn

AWS Config に割り当てられる IAM ロールの ARN。
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configRuleArn

AWS Config がルールに割り当てた ARN。
configRuleName

AWS Config がイベントを発行して関数を呼び出す原因となったルールに割り当てた名前。
configRuleId

AWS Config がルールに割り当てた ID。
accountId

ルールを所有する AWS アカウントの ID。
version

AWS によって割り当てられたバージョン番号。AWS が AWS Config イベントに属性を追加すると、
バージョンはインクリメントされます。関数に必要な属性が特定のバージョン以上のイベントにのみ
ある場合、その関数はこの属性の値を確認できます。

AWS Config イベントの現行バージョンは 1.0 です。

AWS Config ルールの管理
AWS Config コンソール、AWS CLI、および AWS Config API を使用してルールを表示、追加、および削
除できます。

ルールの追加、表示、更新、削除 (コンソール)
[Rules] (ルール) ページの表に、ルールとその現在のコンプライアンス結果が表示されます。各ルールの結
果は、 でそのルールを適用したリソースの評価が完了するまでは、Evaluating...AWS Config になります。
結果は、更新ボタンを使用して更新できます。AWS Config で評価が完了すると、ルールとリソースタイ
プの準拠または非準拠がわかります。詳細については、「設定のコンプライアンスの確認 (p. 232)」を参
照してください。

Note

AWS Config は、記録対象のリソースタイプのみを評価します。例えば、cloudtrail-enabled ルー
ルを追加しても、CloudTrail 証跡リソースタイプを記録しなければ、AWS Config はアカウントの
証跡が準拠しているかどうかを評価できません。詳細については、「AWS Config で記録するリ
ソースの選択 (p. 243)」を参照してください。

ルールの追加

ルールを追加するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが AWS Config ルールをサポートす
るリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンのリストについて
は、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエンドポイント」を
参照してください。

3. 左のナビゲーションで、ルール を選択します。
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4. [Rules] (ルール) ページで、A[dd rule] (ルールの追加) を選択します。
5. [Specify rule type] (ルールタイプの指定) ページで、以下のステップを完了してルールタイプを指定し

ます。

a. 検索フィールドに入力して、ルール名、説明、ラベルでマネージドルールのリストをフィルタ
リングします。例えば、EC2 と入力すると、EC2 リソースタイプを評価するルールが返されま
す。periodic と入力すると、定期的にトリガーされるルールが返されます。

b. 独自のカスタムルールを作成することもできます。[Lambda を使用してカスタムルールを作成]
または [Guard を使用してカスタムルールを作成] を選択し、[AWS Config カスタム Lambda ルー
ルの作成] または [AWS Config カスタムポリシールールの作成] の手順に従います。

6. [Configure rule] (ルールの設定) ページで、以下のステップを実行してルールを設定します。

a. 名前 に、ルールの一意の名前を入力します。
b. [説明] に、ルールの説明を入力します。
c. 評価モードでは、リソースの作成および管理プロセスのどの時点で AWS Config によりリソース

を評価するかを選択します。ルールに応じて、AWS Config は、リソースのデプロイ前、デプロ
イ後、またはその両方でリソース設定を評価できます。

i. [Turn on proactive evaluation] (プロアクティブ評価をオンにする) を選択すると、リソースを
デプロイする前に、その構成設定に対して評価を実行できます。

プロアクティブ評価をオンにすると、StartResourceEvaluation API と
GetResourceEvaluationSummary API を使用して、これらのコマンドで指定したリソース
が、リソースのアカウントのプロアクティブルールに基づいて NON_COMPLIANT としてフ
ラグが設定されるかどうかを確認できます。

これらのコマンドの使用方法の詳細については、「AWS Config ルールでのリソースの評
価」を参照してください。プロアクティブ評価をサポートするマネージドルールのリスト
については、「評価モード別の AWS Config マネージドルールのリスト」を参照してくださ
い。

ii. 既存のリソースの構成設定を評価するには、[Turn on detective evaluation] (検出評価を有効
にする) を選択します。

検出評価には、設定変更時と定期的の 2 種類のトリガーがあります。

A. ルールのトリガータイプとして [Configuration changes] (設定変更) を選択した場
合、AWS Config が Lambda 関数を呼び出す [Scope of changes] (変更範囲) で以下のい
ずれかのオプションを指定します。

• [Resource] (リソース) – 指定したリソースタイプや、リソースタイプおよび識別子と
一致するリソースが作成、変更、または削除された場合。

• [Tags] (タグ) – 指定したタグを含むリソースが作成、変更、または削除された場合。
• [All changes] (すべての変更) – AWS Config によって記録されたリソースが作成、変

更、または削除された場合。

AWS Config は、ルールのスコープに該当するリソースで変更を検出すると、評価を実
行します。スコープを使用して、評価を開始するリソースを定義できます。

B. ルールのトリガータイプとして [Periodic] (定期的) を選択した場合、AWS Config が 
Lambda 関数を呼び出す [Frequency] (頻度) を指定します。

d. [Parameters] (パラメータ) では、ルールにパラメータが含まれる場合、提供されたキーの値をカ
スタマイズできます。パラメータは、ルールに準拠しているとみなされるためにリソースが従う
必要がある属性です。

7. [Review and create] (確認と作成) ページで、AWS アカウントにルールを追加する前に、編集中のす
べての選択項目を確認します。ルールが正常に動作していない場合は、[Compliance] (コンプライアン
ス) に以下のいずれかが表示されます。
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• [No results reported] (報告される結果がありません) - AWS Config でルールに対してリソースが評価
されました。ルールがスコープ内の AWS リソースに適用されなかったか、指定したリソースが削
除されたか、または評価結果が削除されました。評価結果を取得するには、ルールを更新するか、
スコープを変更するか、または [Re-evaluate] (再評価) を選択します。

このメッセージは、ルールから評価結果が報告されなかった場合にも表示される場合があります。
• [No resources in scope] (対象にリソースがありません) - 記録された AWS Config リソースは、この

ルールのスコープ内にないため、AWS ではこのルールに対してリソースを評価できません。評価結
果を取得するには、ルールを編集してスコープを変更するかAWS ConfigSettings ページで記録対象
の  のリソースを追加します。

• [Evaluations failed] (評価が失敗しました) - 問題の原因を判断するには、ルール名を選択して詳細
ページを開き、エラーメッセージを確認します。

ルールの表示

ルールを表示するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが AWS Config ルールをサポートす
るリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンのリストについて
は、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエンドポイント」を
参照してください。

3. 左のナビゲーションで、ルール を選択します。
4. [Rule] (ルール) ページには、現在 AWS アカウント にあるルールがすべて表示されます。ここには、

各ルールの名前、関連する修復アクション、およびコンプライアンスステータスが一覧表示されま
す。

• [Add rule] (ルールの追加) を選択し、ルールの作成を開始します。
• ルールを選択して設定を表示するか、ルールを選択して [View details] (詳細を表示) をクリックしま

す。
• リソースを評価したときのルールのコンプライアンス状態が表示されます。
• ルールを選択し、[Edit rule] (ルールの編集) をクリックしてルールの設定を変更し、準拠していない

ルールの修復アクションを設定します。

ルールの更新

ルールを更新するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが AWS Config ルールをサポートす
るリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンのリストについて
は、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエンドポイント」を
参照してください。

3. 左のナビゲーションで、ルール を選択します。
4. 更新するルールを選択し、[Edit rule] (ルールの編集) をクリックします。
5. 必要に応じて [Edit rule] (ルールの編集) ページの設定を変更し、ルールを変更します。
6. [Save (保存)] を選択します。
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ルールの削除

ルールを削除するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが AWS Config ルールをサポートす
るリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンのリストについて
は、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエンドポイント」を
参照してください。

3. 左のナビゲーションで、ルール を選択します。
4. テーブルから削除するルールを選択します。
5. [Actions] (アクション) ドロップダウンリストから、[Delete rule] (ルールの削除) を選択します。
6. プロンプトが表示されたら、「Delete」(大文字と小文字を区別) と入力し、[Delete] (削除) をクリック

します。

プロアクティブな評価を有効にする

プロアクティブ評価を使用して、デプロイ前のリソースを評価できます。これにより、AWS リソースを
定義するために使用した一連のリソースプロパティが、リージョンのアカウントにあるプロアクティブな
ルールセットに照らして、COMPLIANT または NON_COMPLIANT であるかを評価できます。

リソースタイプスキーマは、リソースのプロパティを記述します。リソースタイプスキーマは、AWS 
CloudFormation レジストリ内の「AWS public extensions」または次の CLI コマンドで確認できます。

aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE

詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation レジストリを使用した
拡張機能の管理」と「AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス」を参照してください。

Note

プロアクティブルールは、NON_COMPLIANT のフラグが付けられたリソースを修正したり、こ
れらのリソースのデプロイを妨げたりしません。

プロアクティブな評価を有効にするには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが AWS Config ルールをサポートす
るリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンのリストについて
は、 の「 のリージョンとエンドポイント」を参照してください。

3. 左のナビゲーションで、ルール を選択します。プロアクティブ評価をサポートするマネージドルール
のリストについては、「評価モード別の AWS Config マネージドルールのリスト」を参照してくださ
い。

4. ルールを選択し、更新するルールの [Edit rule] (ルールの編集) をクリックします。
5. [Evaluation mode] (評価モード) で、[Turn on proactive evaluation] (プロアクティブな評価をオンにす

る) を選択し、デプロイ前のリソースの構成設定に対して評価を実行します。
6. [Save (保存)] を選択します。

プロアクティブ評価をオンにすると、StartResourceEvaluation APIと GetResourceEvaluationSummary
APIを使用して、これらのコマンドで指定したリソースが、リソースのアカウントのプロアクティブルー
ルに基づいて NON_COMPLIANT としてフラグが設定されるかどうかを確認できます。
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例えば、StartResourceEvaluation API を開始します。

aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE 
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID", 
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE", 
                                     
 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA", 
                                     
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}' 
                     

出力に ResourceEvaluationId が表示されます。

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}

次に、ResourceEvaluationId を GetResourceEvaluationSummary API で使用して評価結果を確認しま
す。

aws configservice get-resource-evaluation-summary 
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID

次のような出力が表示されます。

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID", 
    "EvaluationMode": "PROACTIVE", 
    "EvaluationStatus": { 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }, 
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00", 
    "Compliance": "COMPLIANT", 
    "ResourceDetails": { 
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID", 
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE", 
        "ResourceConfiguration": 
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA" 
    }
}

どのルールがリソースに NON_COMPLIANT のフラグを付けたかなど、評価結果に関する詳細を確認する
には、GetComplianceDetailsByResource API を使用します。

ルールの表示、更新または追加、削除 (AWS CLI)
ルールの表示

ルールを表示するには

• describe-config-rulesコマンドを使用します。

$ aws configservice describe-config-rules

AWS Config からすべてのルールの詳細が返されます。
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ルールの更新または追加

ルールを更新または追加するには

1. put-config-rule command コマンドと --generate-cli-skeleton パラメータを使用して、
ルールのパラメータを含むローカル JSON ファイルを作成します。

$ aws configservice put-config-rule --generate-cli-skeleton > putConfigRule.json

2. JSON ファイルをテキストエディタで開き、更新する必要がないパラメータを削除します。ただし、
以下は例外です。

• ルールを識別するために以下のパラメータの少なくとも 1 つを含めます。

ConfigRuleName、ConfigRuleArn、ConfigRuleId

• カスタムルールを更新する場合は、Source オブジェクトとそのパラメータを含める必要がありま
す。

3. 残ったパラメータの値を入力します。ルールの詳細を参照するには、describe-config-rules コマンドを
使用します。

例えば、次の JSON コードではカスタムルールのスコープ内にあるリソースタイプが更新されます。

{ 
  "ConfigRule": { 
    "ConfigRuleName": "ConfigRuleName", 
    "Scope": { 
      "ComplianceResourceTypes": [ 
        "AWS::EC2::Instance", 
        "AWS::EC2::Volume", 
        "AWS::EC2::VPC" 
      ] 
    }, 
    "Source": { 
      "Owner": "CUSTOM_LAMBDA", 
      "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-2:123456789012:function:ConfigRuleName", 
      "SourceDetails": [ 
        { 
          "EventSource": "aws.config", 
          "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

4. put-config-rule コマンドと --cli-input-json パラメータを使用して、JSON 設定を AWS 
Config に渡します。

$ aws configservice put-config-rule --cli-input-json file://putConfigRule.json

5. ルールが正常に更新されたことを確認するには、describe-config-rules コマンドを使用してルールの設
定を表示します。

$ aws configservice describe-config-rules --config-rule-name ConfigRuleName
{ 
    "ConfigRules": [ 
        { 
            "ConfigRuleState": "ACTIVE", 
            "ConfigRuleName": "ConfigRuleName", 
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            "ConfigRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-nnnnnn", 
            "Source": { 
                "Owner": "CUSTOM_LAMBDA", 
                "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-2:123456789012:function:ConfigRuleName", 
                "SourceDetails": [ 
                    { 
                        "EventSource": "aws.config", 
                        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Scope": { 
                "ComplianceResourceTypes": [ 
                    "AWS::EC2::Instance", 
                    "AWS::EC2::Volume", 
                    "AWS::EC2::VPC" 
                ] 
            }, 
            "ConfigRuleId": "config-rule-nnnnnn" 
        } 
    ]
}

ルールの削除

ルールを削除するには

• 次の例に示す delete-config-rule コマンドを使用します。

$ aws configservice delete-config-rule --config-rule-name ConfigRuleName

プロアクティブな評価を有効にする

プロアクティブ評価を使用して、デプロイ前のリソースを評価できます。これにより、AWS リソースを
定義するために使用した一連のリソースプロパティが、リージョンのアカウントにあるプロアクティブな
ルールセットに照らして、COMPLIANT または NON_COMPLIANT であるかを評価できます。

リソースタイプスキーマは、リソースのプロパティを記述します。リソースタイプスキーマは、AWS 
CloudFormation レジストリ内の「AWS public extensions」または次の CLI コマンドで確認できます。

aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE

詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation レジストリを使用した
拡張機能の管理」と「AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス」を参照してください。

Note

プロアクティブルールは、NON_COMPLIANT のフラグが付けられたリソースを修正したり、こ
れらのリソースのデプロイを妨げたりしません。

プロアクティブな評価を有効にするには

put-config-rule コマンドを使用して、EvaluationModes に PROACTIVE を有効にします。

プロアクティブ評価をオンにすると、start-resource-evaluation CLI コマンドと get-resource-evaluation-
summary CLI コマンドを使用して、これらのコマンドで指定したリソースが、リージョンのアカウント
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のプロアクティブルールに照らして NON_COMPLIANT としてフラグが設定されるかどうかを確認できま
す。

例えば、start-resource-evaluation コマンドを開始します。

aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE 
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID", 
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE", 
                                     
 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA", 
                                     
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}' 
                     

出力に ResourceEvaluationId が表示されます。

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}

次に、ResourceEvaluationId を get-resource-evaluation-summary で使用して評価結果を確認しま
す。

aws configservice get-resource-evaluation-summary 
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID

次のような出力が表示されます。

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID", 
    "EvaluationMode": "PROACTIVE", 
    "EvaluationStatus": { 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }, 
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00", 
    "Compliance": "COMPLIANT", 
    "ResourceDetails": { 
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID", 
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE", 
        "ResourceConfiguration": 
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA" 
    }
}

どのルールがリソースに NON_COMPLIANT のフラグを付けたかなど、評価結果に関する詳細を確認する
には、get-compliance-details-by-resource CLI コマンドを使用します。

Note

プロアクティブ評価をサポートするマネージドルールのリストについては、「評価モード別の 
AWS Config マネージドルールのリスト」を参照してください。

ルールの表示、更新または追加、削除 (API)
ルールを表示するには

DescribeConfigRules アクションを使用します。

ルールを更新または追加するには

PutConfigRule アクションを使用します。

702

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/get-compliance-details-by-resource.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-evaluation-mode.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-evaluation-mode.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConfigRules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutConfigRule.html


AWS Config デベロッパーガイド
API リファレンスの使用

ルールを削除するには

DeleteConfigRule アクションを使用します。
Note

ルールが、無効な評価結果を作成している場合は、これらの結果を削除してから、ルールを修正
して新しい評価を実行することをお勧めします。詳細については、「AWS Config ルールから評
価結果を削除する (p. 707)」を参照してください。

プロアクティブな評価を有効にする
プロアクティブ評価を使用して、デプロイ前のリソースを評価できます。これにより、AWS リソースを
定義するために使用した一連のリソースプロパティが、リージョンのアカウントにあるプロアクティブな
ルールセットに照らして、COMPLIANT または NON_COMPLIANT であるかを評価できます。

リソースタイプスキーマは、リソースのプロパティを記述します。リソースタイプスキーマは、AWS 
CloudFormation レジストリ内の「AWS public extensions」または次の CLI コマンドで確認できます。

aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE

詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation レジストリを使用した
拡張機能の管理」と「AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス」を参照してください。

Note

プロアクティブルールは、NON_COMPLIANT のフラグが付けられたリソースを修正したり、こ
れらのリソースのデプロイを妨げたりしません。

ルールのプロアクティブな評価を有効にするには

PutConfigRule アクションを使用して、EvaluationModes に PROACTIVE を有効にします。

プロアクティブ評価をオンにすると、StartResourceEvaluation APIと GetResourceEvaluationSummary
APIを使用して、これらのコマンドで指定したリソースが、リソースのアカウントのプロアクティ
ブルールに基づいて NON_COMPLIANT としてフラグが設定されるかどうかを確認できます。例え
ば、StartResourceEvaluation API を開始します。

aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE 
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID", 
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE", 
                                     
 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA", 
                                     
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}' 
                     

出力に ResourceEvaluationId が表示されます。

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}

次に、ResourceEvaluationId を GetResourceEvaluationSummary API で使用して評価結果を確認しま
す。

aws configservice get-resource-evaluation-summary 
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID

次のような出力が表示されます。
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{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID", 
    "EvaluationMode": "PROACTIVE", 
    "EvaluationStatus": { 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }, 
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00", 
    "Compliance": "COMPLIANT", 
    "ResourceDetails": { 
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID", 
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE", 
        "ResourceConfiguration": 
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA" 
    }
}

どのルールがリソースに NON_COMPLIANT のフラグを付けたかなど、評価結果に関する詳細を確認する
には、GetComplianceDetailsByResource API を使用します。

Note

プロアクティブ評価をサポートするマネージドルールのリストについては、「評価モード別の 
AWS Config マネージドルールのリスト」を参照してください。

ルール評価を Security Hub に送信する
AWS Config ルールを追加した後、ルール評価を AWS Security Hub に送信することもできます。AWS 
Config と Security Hub の統合により、他の設定ミスやセキュリティの問題と共に、ルール評価をトリアー
ジして修正することができます。

ルール評価を Security Hub に送信する
ルール評価を Security Hub に送信するには、まず AWS Security Hub と AWS Config をセットアップし
て、少なくとも 1 つの AWS Config 管理ルールまたはカスタムルールを追加する必要があります。その
後、AWS Config はすぐに Security Hub へのルール評価の送信を開始します。Security Hub はルール評価
を強化して、Security Hub の結果に変換します。

この統合の詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「使用可能な AWS のサービスの統
合」を参照してください。

AWS Config ルールでのリソースの評価
カスタムルールを作成するか、マネージドルールを使用すると、AWS Config ではこれらのルールを適用
してリソースを評価します。ルールを適用してリソースのオンデマンド評価を行うことができます。オン
デマンド評価は、カスタムルールを作成して AWS Config がリソースを正常に評価していることを確認し
たり、AWS Lambda 関数の評価ロジックに問題があるかどうかを確認したりする場合に便利です。

例

1. IAM ユーザーがアクティブなアクセスキーを持っているかどうかを評価するカスタムルールを作成し
ます。

2. AWS Config は、このカスタムルールを適用してリソースを評価します。
3. アクティブなアクセスキーがない IAM ユーザーがアカウント内に存在します。ルールでは、このリ

ソースに NON_COMPLIANT のフラグが正しく付けられません。
4. ルールを修正して評価をやり直します。
5. ルールを修正したので、リソースが正常に評価され、IAM ユーザーリソースに NON_COMPLIANT の

フラグが付けられます。
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AWS Config デベロッパーガイド
プロアクティブモード

アカウントにルールを追加すると、リソースの作成および管理プロセスで、AWS Config にリソースを評
価させるタイミングを指定できます。リソースの作成と管理のプロセスは、リソースプロビジョニングと
呼ばれます。評価モードを選択して、このプロセスのどの時点で、AWS Config によってリソースを評価
するかを指定します。

ルールに応じて、AWS Config は、リソースのデプロイ前、デプロイ後、またはその両方でリソース設定
を評価できます。デプロイ前にリソースを評価するのは、プロアクティブ評価です。デプロイ後にリソー
スを評価するのは、検出評価です。

プロアクティブモード
プロアクティブ評価は、デプロイ前にリソースを評価するために使用します。これにより、AWS リソース
を定義するために使用した一連のリソースプロパティが、リージョンのアカウントにあるプロアクティブ
なルールセットに照らして、COMPLIANT または NON_COMPLIANT であるかを評価できます。

リソースタイプスキーマは、リソースのプロパティを記述します。リソースタイプスキーマは、AWS 
CloudFormation レジストリ内の「AWS public extensions」または次の CLI コマンドで確認できます。

aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE

詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation レジストリを使用した
拡張機能の管理」と「AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス」を参照してください。

Note

プロアクティブルールは、NON_COMPLIANT のフラグが付けられたリソースを修正したり、こ
れらのリソースのデプロイを妨げたりしません。

リソースの評価
プロアクティブな評価を有効にするには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが AWS Config ルールをサポートす
るリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンのリストについて
は、 の「 のリージョンとエンドポイント」を参照してください。

3. 左のナビゲーションで、ルール を選択します。プロアクティブ評価をサポートするマネージドルール
のリストについては、「評価モード別の AWS Config マネージドルールのリスト」を参照してくださ
い。

4. ルールを選択し、更新するルールの [Edit rule] (ルールの編集) をクリックします。
5. [Evaluation mode] (評価モード) で、[Turn on proactive evaluation] (プロアクティブな評価をオンにす

る) を選択し、デプロイ前のリソースの構成設定に対して評価を実行します。
6. [Save (保存)] を選択します。

Note

プロアクティブな評価をオンにするには、put-config-rule コマンドを使用して
EvaluationModes の PROACTIVE を有効にするか、PutConfigRule アクションを使用して
EvaluationModes の PROACTIVE を有効にすることもできます。

プロアクティブ評価をオンにすると、StartResourceEvaluation APIと GetResourceEvaluationSummary
APIを使用して、これらのコマンドで指定したリソースが、リソースのアカウントのプロアクティブルー
ルに基づいて NON_COMPLIANT としてフラグが設定されるかどうかを確認できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
検出モード

例えば、StartResourceEvaluation API を開始します。

aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE 
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID", 
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE", 
                                     
 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA", 
                                     
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}' 
                     

出力に ResourceEvaluationId が表示されます。

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}

次に、ResourceEvaluationId を GetResourceEvaluationSummary API で使用して評価結果を確認しま
す。

aws configservice get-resource-evaluation-summary 
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID

次のような出力が表示されます。

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID", 
    "EvaluationMode": "PROACTIVE", 
    "EvaluationStatus": { 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }, 
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00", 
    "Compliance": "COMPLIANT", 
    "ResourceDetails": { 
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID", 
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE", 
        "ResourceConfiguration": 
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA" 
    }
}

どのルールがリソースに NON_COMPLIANT のフラグを付けたかなど、評価結果に関する詳細を確認する
には、GetComplianceDetailsByResource API を使用します。

検出モード
検出評価は、デプロイ済みのリソースを評価するために使用します。これにより、既存のリソース構成の
設定を評価できます。

リソースの評価 (コンソール)
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. AWS Management Console メニューで、リージョンセレクターが AWS Config ルールをサポートす

るリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンのリストについて
は、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエンドポイント」を
参照してください。
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AWS Config デベロッパーガイド
評価結果の削除

3. ナビゲーションペインで ルール を選択します。[Rule] (ルール) ページには、各ルールの名前、関連す
る修復アクション、およびコンプライアンスステータスが表示されます。

4. テーブルからルールを選択します。
5. [Actions] (アクション) ドロップダウンリストから、[Re-evaluate] (再評価) を選択します。
6. AWS Config は、ルールを適用してリソースの評価を開始します。

Note

ルールの再評価は 1 分ごとに 1 回実行できます。AWS Config でルールの評価が完了するのを
待ってから、別の評価を開始する必要があります。ルールの更新中または削除中に評価を実行す
ることはできません。

リソースの評価 (CLI)
• start-config-rules-evaluationコマンドを使用します。

$ aws configservice start-config-rules-evaluation --config-rule-names ConfigRuleName

AWS Config は、ルールを適用して記録済みのリソース設定の評価を開始します。リクエストで複数
のルールを指定することもできます。

$ aws configservice start-config-rules-evaluation --config-rule-
names ConfigRuleName1 ConfigRuleName2 ConfigRuleName3

リソースの評価 (API)
StartConfigRulesEvaluation アクションを使用します。

AWS Config ルールから評価結果を削除する
AWS Config でルールが評価されると、[Rules] (ルール) ページまたはルールの [Rules details] (ルールの詳
細) ページに評価結果が表示されます。評価結果が正しくない場合や評価をやり直す場合は、ルールの現
在の評価結果を削除できます。例えば、ルールでリソースの評価が正しく行われていない場合や最近アカ
ウントからリソースを削除した場合は、評価結果を削除して別の評価を実行できます。

評価結果の削除 (コンソール)
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. AWS Management Consoleのメニューで、リージョンセレクタが AWS Config ルールをサポートする 

AWS リージョンにリージョンに設定されていることを確認します。サポートされているリージョンの
リストについては、AWS Config の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリージョンとエン
ドポイント」を参照してください。

3. ナビゲーションペインで ルール を選択します。[Rule] (ルール) ページには、各ルールの名前、関連す
る修復アクション、およびコンプライアンスステータスが表示されます。

4. テーブルからルールを選択します。
5. [Actions] (アクション) ドロップダウンリストから、[Delete results] (結果の削除) を選択します。
6. プロンプトが表示されたら、[Delete] (削除) (大文字と小文字を区別) と入力し、次に [Delete] (削除) を

選択します。評価を削除した後は、その評価は取得できません。

707

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_StartConfigRulesEvaluation.html
https://console.aws.amazon.com/config/
https://console.aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#awsconfig_region


AWS Config デベロッパーガイド
評価結果の削除 (CLI)

7. 評価結果を削除したら、新しい評価を手動で開始できます。

評価結果の削除 (CLI)
• delete-evaluation-results コマンドを実行します。

$ aws configservice delete-evaluation-results --config-rule-name ConfigRuleName

AWS Config で、このルールの評価結果が削除されます。

評価結果の削除 (API)
DeleteEvaluationResults アクションを使用します。

組織のすべてのアカウント全体で AWS Config ルー
ルを管理する

AWS Config により、組織内のすべての AWS アカウント全体で AWS Config ルールを管理できます。次の
ようにできます。

• 組織内のすべてのアカウント全体で、AWS Config ルールを一元的に作成、更新、削除する。
• すべてのアカウント間で共通の AWS Config ルールのセットをデプロイし、AWS Config ルールを作成

しないアカウントを指定する。
• 基盤となる AWS Config ルールが組織のメンバーアカウントによって変更可能でないことを確認するこ

とにより、AWS Organizations の管理者アカウントから API を使用し、ガバナンスを適用する。

Note

異なるリージョンにまたがるデプロイの場合
アカウント間でルールとコンフォーマンスパックをデプロイする API コールは、リージョ
ン固有のものです。他のリージョンにルールをデプロイする場合は、組織レベルで API コー
ルのコンテキストを別のリージョンに変更する必要があります。例えば、米国東部 (バージ
ニア北部) にルールをデプロイするには、リージョンを米国東部 (バージニア北部) に変更
し、PutOrganizationConfigRule を呼び出します。
組織内のアカウントの場合
新しいアカウントが組織に参加すると、ルールまたはコンフォーマンスパックはそのアカウント
にデプロイされます。アカウントが組織を離脱すると、そのルールまたはコンフォーマンスパッ
クは削除されます。
組織のルールまたはコンフォーマンスパックを組織管理者アカウントでデプロイし、委任された
管理者を確立して、委任された管理者アカウントに組織のルールまたはコンフォーマンスパック
をデプロイした場合、委任された管理者アカウントから、組織のルールやコンフォーマンスパッ
クを表示したり、組織の管理者アカウントから、委任された管理者アカウントで組織のルールや
コンフォーマンスパックを表示したりすることはできません。DescribeOrganizationConfigRules
および DescribeOrganizationConformancePacks API は、これらの API を呼び出すアカウント内
からデプロイされた組織関連リソースのみを表示および操作できます。
組織に追加された新しいアカウントに対する再試行メカニズム
レコーダーが利用できない場合、組織の既存のルールと組織のコンフォーマンスパックのデプロ
イは、アカウントを組織に追加してから 7 時間のみ再試行されます。組織にアカウントを追加し
てから 7 時間以内にレコーダーが存在しない場合は、レコーダーを作成する必要があります。

708

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteEvaluationResults.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConfigRules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConformancePacks.html


AWS Config デベロッパーガイド
リージョンのサポート

以下の API を使用して組織内のすべての AWS アカウントの AWS Config ルールを管理する前に、AWS 
Config 記録がオンになっていることを確認します。

• PutOrganizationConfigRule は、AWS リソースが目的の設定に準拠しているかどうかを評価する組織全
体の組織 config ルールを追加または更新します。

• DescribeOrganizationConfigRules は、組織 config ルールのリストを返します。
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus は、特定の組織 config ルールについて、組織内の各メンバー

アカウントの詳細なステータスを返します。
• GetOrganizationCustomRulePolicy は、組織の設定に関するカスタムポリシールールのロジックを含

む、ポリシー定義を返します。
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses は、組織 config ルールのデプロイステータスを提供します。
• DeleteOrganizationConfigRule は、指定された組織 config ルールと、その組織内のすべてのメンバーア

カウントの評価結果を削除します。

リージョンのサポート
AWS 組織内のメンバーアカウント間での AWS Config ルールのデプロイは、以下のリージョンでサポート
されています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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AWS Config デベロッパーガイド
非準拠リソースの修復

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS Config ルールによる非準拠リソースの修復
AWS Config では、AWS Config Rules で評価されている非準拠のリソースを修復できます。AWS Config 
では、AWS Systems Manager 自動化ドキュメントを使用して修復が適用されます。これらのドキュメン
トは、AWS Config Rules によって評価された非準拠の AWS リソースに対して実行されるアクションを定
義します。SSM ドキュメントは、AWS Management Console または API を使用して関連付けることがで
きます。

AWS Config には、一連のマネージド型 Automation ドキュメントの修復アクションが用意されています。
カスタムの Automation ドキュメントを作成し、AWS Config ルールに関連付けることもできます。

非準拠のリソースに修復を適用するには、事前設定されたリストから関連付ける修復アクションを選択す
るか、SSM ドキュメントを使用して独自のカスタム修復アクションを作成します。AWS Config では、推
奨される修復アクションのリストが AWS Management Console に表示されます。

AWS Management Console では、非準拠のリソースの修復を手動で行うか、自動で行うかを選択できま
す。自動で行う場合は、修復アクションを AWS Config ルールに関連付けます。すべての修復アクション
で、手動修復または自動修復のいずれかを選択できます。

トピック
• 前提条件 (p. 710)
• 手動修復の設定 (コンソール) (p. 711)
• 自動修復の設定 (コンソール) (p. 711)
• 修復アクションの削除 (コンソール) (p. 712)
• 修復の管理 (API) (p. 712)
• リージョンのサポート (p. 713)

前提条件
非準拠のリソースに修復を適用する前に、ルールを選択して、そのルールに修復 (手動または自動) を設定
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
手動修復の設定 (コンソール)

手動修復の設定 (コンソール)
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. 左側の [Rules] (ルール) を選択後、[Rules] (ルール) ページで [Add Rule] (ルールの追加) を選択して、

新しいルールをルールリストに追加します。

既存のルールの場合は、ルールリストから非準拠のルールを選択後、[Actions] (アクション) を選択し
ます。

3. [アクション] ドロップダウンリストから、[修復の管理] を選択します。[マニュアル修復] を選択後、リ
ストから適切な修復アクションを選択します。

Note

サービスにリンクされていない AWS Config ルールの修復のみを管理できます。詳細につい
ては、「サービスにリンクされた AWS ルール」を参照してください。

選択した修復アクションに応じて、特定のパラメータが表示されるか、パラメータは表示されませ
ん。

4. (オプション): 非準拠のリソースのリソース ID を修復アクションに渡す場合は、リソース ID パラメー
タ を選択します。選択した場合は、そのパラメータは実行時に、修復されるリソースの ID に置き換
えられます。

各パラメータの値は、静的または動的です。ドロップダウンリストから特定のリソース ID パラメー
タを選択していない場合は、キーごとに値を入力することができます。ドロップダウンリストからリ
ソース ID パラメータを選択した場合は、その他のすべてのキーの値を入力できます (選択したリソー
ス ID のパラメータを除く)。

5. [Save (保存)] を選択します。ルール ページが表示されます。

Note

失敗した修復アクションをトラブルシューティングする場合、AWS コマンドラインインターフェ
イス describe-remediation-execution-status コマンドを実行して、一連のリソースに
対する修復実行の詳細を表示できます。詳細には、状態、修復実行ステップのタイムスタンプ、
失敗したステップのエラーメッセージが含まれます。

自動修復の設定 (コンソール)
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. 左側の [ルール] を選択後、[ルール] ページで [ルールの追加] を選択して、新しいルールをルールリス

トに追加します。

既存のルールの場合は、ルールリストから非準拠のルールを選択後、[Actions] (アクション) を選択し
ます。

3. [Actions] (アクション) ドロップダウンリストから、[Manage remediation] (修復の管理) を選択しま
す。Automatic remediation (自動修復) を選択後、修復リストから適切な修復アクションを選択しま
す。

Note

サービスにリンクされていない AWS Config ルールの修復のみを管理できます。詳細につい
ては、「サービスにリンクされた AWS ルール」を参照してください。

選択した修復アクションに応じて、特定のパラメータが表示されるか、パラメータは表示されませ
ん。
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4. [Auto remediation] (自動修復) を選択して、非準拠のリソースを自動的に修復します。

自動修復後もリソースがまだ非準拠である場合は、自動修復を再試行するようにルールを設定できま
す。目的の再試行階数と秒数を入力します。

Note

修復スクリプトを複数回実行するとコストがかかります。修復が失敗し、指定された期間内
に処理が行われた場合にのみ再試行を実行します。例えば、300 秒に 5 回再試行します。

5. (オプション): 非準拠のリソースのリソース ID を修復アクションに渡す場合は、リソース ID パラメー
タ を選択します。選択した場合は、そのパラメータは実行時に、修復されるリソースの ID に置き換
えられます。

各パラメータの値は、静的または動的です。ドロップダウンリストから特定のリソース ID パラメー
タを選択していない場合は、キーごとに値を入力することができます。ドロップダウンリストからリ
ソース ID パラメータを選択した場合は、その他のすべてのキーの値を入力できます (選択したリソー
ス ID のパラメータを除く)。

6. [Save (保存)] を選択します。ルール ページが表示されます。

Note

失敗した修復アクションをトラブルシューティングする場合、AWS コマンドラインインターフェ
イス describe-remediation-execution-status コマンドを実行して、一連のリソースに
対する修復実行の詳細を表示できます。詳細には、状態、修復実行ステップのタイムスタンプ、
失敗したステップのエラーメッセージが含まれます。

修復アクションの削除 (コンソール)
ルールを削除するにはまずこのルールに関連付けられた修復アクションを削除する必要があります。

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. 左側から [Rules] (ルール) を選択したら、[Rules] (ルール) ページでルールのリストからルールを選
び、[View details](詳細を表示) を選択します。

3. リポジトリの [name of the rule] (ルールの名前) ページで、[Remediation action] (修復アクショ
ン) セクションに追加します。セクションを展開し、追加の詳細を表示します。

4. [Remediation action] (修復アクション) セクションで、[Delete] (削除) をクリックし、削除アクション
を確認します。

Note

修復が進行中の場合には、修復アクションは削除されません。Delete remediation action (修
復アクションの削除) を選択すると、修復アクションを回復することはできません。修復アク
ションを削除しても、関連付けられたルールは削除されません。

修復アクションが削除されると、[Resource ID parameter] (リソース ID パラメータ) は空になり、N/A 
と表示されます。[Rules] (ルール) ページで、修復アクション列に関連付けられたルールに対して [Not 
set] (設定されていません) と表示されます。

修復の管理 (API)
手動修復
次の AWS Config API アクションを使用して修復を管理します。
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• DeleteRemediationConfiguration
• DescribeRemediationConfigurations
• DescribeRemediationExecutionStatus
• PutRemediationConfigurations
• StartRemediationExecution

自動修復
以下の AWS Config API アクションを使用して自動修復を管理します。

• PutRemediationExceptions
• DescribeRemediationExceptions
• DeleteRemediationExceptions

リージョンのサポート
現在、AWS Config ルールの修復アクションは次のリージョンでサポートされています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタウ
ン)

af-south-1 config.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカルタ)

ap-
southeast-3

config.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (大
阪)

ap-
northeast-3

config.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

中国 (北京) cn-north-1 config.cn-north-1.amazonaws.com HTTPS

中国 (寧夏) cn-
northwest-1

config.cn-northwest-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 config.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラブ
首長国連邦)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

config.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

config.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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前提条件

コンフォーマンスパック
コンフォーマンスパックとは、AWS Config ルールと修復アクションの集まりであり、アカウントやリー
ジョン、または AWS Organizations の組織全体に 1 つのエンティティとして簡単にデプロイできます。

コンフォーマンスパックは、AWS Config マネージドルールまたはカスタムルールおよび修復アクション
のリストを含む YAML テンプレートを作成することで作成します。テンプレートは、AWS Config コン
ソールまたは AWS CLI を使用してデプロイできます。AWS 環境をすぐに開始して評価するには、サンプ
ルのコンフォーマンスパックテンプレートの 1 つを使用します。カスタムコンフォーマンスパックに基づ
いてコンフォーマンスパックの YAML ファイルをゼロから作成することもできます。

トピック
• 前提条件 (p. 715)
• リージョンのサポート (p. 719)
• コンフォーマンスパック内の AWS Config プロセスチェック (p. 721)
• コンフォーマンスパックテンプレート (p. 724)
• カスタムコンフォーマンスパック (p. 8046)
• コンフォーマンスパックのダッシュボードでのコンプライアンスデータの表示 (p. 8049)
• AWS Config コンソールを使用したコンフォーマンスパックのデプロイ (p. 8050)
• AWS Command Line Interface を使用したコンフォーマンスパックのデプロイ (p. 8052)
• コンフォーマンスパックの管理 (API) (p. 8056)
• 組織内のすべてのアカウントのコンフォーマンスパックの管理 (p. 8056)
• コンフォーマンスパックのコンプライアンス履歴のタイムラインの表示 (p. 8058)
• トラブルシューティング (p. 8060)

前提条件
コンフォーマンスパックをデプロイする前に、AWS Config 記録をオンにします。

AWS Config 記録の開始
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. 記録を開始するには、[Recording is off] (記録はオフ) の [Turn on] (有効) を選択します。プロンプトが

表示されたら、[Continue] (続行) をクリックします。

修復を伴うコンフォーマンスパックを使用するための
前提条件
修復が含まれるサンプルテンプレートを使用してコンフォーマンスパックをデプロイする前に、修復ター
ゲットに基づいて、オートメーション継承ロールやその他の AWS リソースなどの適切なリソースを作成
する必要があります。
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1 つ以上の AWS Config ルールでコンフォー

マンスパックを使用する場合の前提条件

SSM ドキュメントを使用して修復に使用している既存の自動化ロールがある場合は、そのロールの ARN 
を直接提供できます。リソースがある場合は、テンプレートにリソースを提供できます。

AWS Config は、オートメーション実行ロールの AWS CloudFormation 組み込み関数をサポートしていま
せん。ロールの正確な ARN を文字列として指定する必要があります。

正確な ARN を渡す方法の詳細については、「コンフォーマンスパックテンプレート (p. 724)」を参照し
てください。サンプルテンプレートの使用中に、組織のアカウント ID と管理者アカウント ID を更新しま
す。

1 つ以上の AWS Config ルールでコンフォーマンス
パックを使用する場合の前提条件
1 つ以上のカスタム AWS Config ルールを含むコンフォーマンスパックをデプロイする前に、AWS 
Lambda 関数や対応する実行ロールなどの適切なリソースを作成します。

既存のカスタム AWS Config ルールがある場合は、AWS Lambda 関数の ARN を直接指定して、そのカス
タムルールの別のインスタンスをパックの一部として作成できます。

既存のカスタム AWS Config ルールがない場合は、AWS Lambda 関数を作成し、その Lambda 関数の 
ARN を使用できます。詳細については、「AWS Config カスタムルール (p. 670)」を参照してください。

AWS Lambda 関数が別の AWS アカウント アカウントに存在する場合は、適切なクロスアカウント AWS 
Lambda 関数の認可を使用して AWS Config ルールを作成できます。詳細については、ブログ投稿の「複
数の AWS アカウント 間で AWS Config ルールを一元管理する方法」を参照してください。

同じアカウントバケットポリシー:

AWS Config がコンフォーマンスパックのアーティファクトを保存できるようにするには、Amazon S3 バ
ケットを提供し、以下のアクセス許可を追加する必要があります。詳細については、バケットの命名規
則を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSConfigConformsBucketPermissionsCheck", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::AccountId:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms" 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:GetBucketAcl", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name" 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSConfigConformsBucketDelivery", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::AccountId:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms" 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name/[optional] prefix/AWSLogs/AccountId/
Config/*", 
      "Condition": { 
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マンスパックを使用する場合の前提条件

        "StringEquals": { 
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": " AWSConfigConformsBucketReadAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::AccountId:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms" 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:GetObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name/[optional] prefix/AWSLogs/AccountId/
Config/*" 
    } 
  ]
} 
         

クロスアカウントバケットポリシー:

AWS Config がコンフォーマンスパックのアーティファクトを保存できるようにするには、Amazon S3 バ
ケットを提供し、以下のアクセス許可を追加する必要があります。詳細については、バケットの命名規
則を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSConfigConformsBucketPermissionsCheck", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::SourceAccountId:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms", 
            "PutConformancePack API caller user principal like 
 arn:aws:iam::SourceAccountId:user/userName " 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:GetBucketAcl", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name" 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSConfigConformsBucketDelivery", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::SourceAccountId:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms" 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/[optional] prefix/
AWSLogs/AccountID/Config/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
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      "Sid": " AWSConfigConformsBucketReadAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::SourceAccountId:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms" 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:GetObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/[optional] prefix/
AWSLogs/AccountID/Config/*" 
    } 
  ]
}

Note

クロスアカウントのコンフォーマンスパックをデプロイする場合、Amazon S3 の配信バケットの
名前は awsconfigconforms で始まる必要があります。

組織コンフォーマンスパックの前提条件
入力テンプレートに自動修復設定がある場合は、その修復のオートメーション実行ロール ARN をテンプ
レートで指定します。指定した名前のロールが、組織のすべてのアカウント (マスターとメンバー) に存在
することを確認します。PutOrganizationConformancePack を呼び出す前に、すべてのアカウント
でこのロールを作成する必要があります。このロールを手動で作成することも、AWS CloudFormation ス
タックセットを使用してすべてのアカウントでこのロールを作成することもできます。

テンプレートで AWS CloudFormation 組み込み関数 Fn::ImportValue を使用して特定の変数をイン
ポートする場合、その変数は、その組織のすべてのメンバーアカウントで Export Value として定義す
る必要があります。

カスタム AWS Config ルールについては、複数の AWS アカウント 間で AWS Config ルールを一元管理す
る方法のブログを参照して適切なアクセス権限を設定してください。

組織のバケットポリシー:

AWS Config がコンフォーマンスパックのアーティファクトを保存できるようにするには、Amazon S3 バ
ケットを提供し、以下のアクセス許可を追加する必要があります。詳細については、バケットの命名規
則を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowGetObject", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                 "s3:GetObject", 
                 "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:PrincipalOrgID": "customer_org_id" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms" 
                } 
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            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowGetBucketAcl", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:GetBucketAcl", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:PrincipalOrgID": "customer_org_id" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Note

コンフォーマンスパックを組織にデプロイする場合、Amazon S3 の配信バケットの名前は
awsconfigconforms で始まる必要があります。

リージョンのサポート
コンフォーマンスパックは、次のリージョンでサポートされています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (香
港)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラブ
首長国連邦)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

コンフォーマンスパックの AWS 組織内のメンバーアカウント間へのデプロイは、以下のリージョンでサ
ポートされています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラブ
首長国連邦)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

コンフォーマンスパック内の AWS Config プロセス
チェック

プロセスチェックは、コンフォーマンスパックの一部として検証が必要な外部タスクと内部タスクを追跡
できるようにする AWS Config ルールの一種です。これらのチェックは、既存のコンフォーマンスパック
または新しいコンフォーマンスパックに追加できます。AWS Config 期間と手動チェックを含むすべての
コンフォーマンスを一箇所で追跡することができます。

プロセスチェックを使用すると、要件とアクションのコンプライアンスを 1 か所で一覧表示できます。
これらのプロセスチェックは、コンプライアンス制度に基づくコンフォーマンスパックの適用範囲を拡
大するのに役立ちます。手動による検証と追跡が必要なプロセスとアクションを追跡する新しいプロセス
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チェックを追加することで、コンフォーマンスパックをさらに拡張できます。これにより、コンフォーマ
ンスパックがコンプライアンスレジームの AWS Config 期間と手動プロセスの詳細が盛り込まれたテンプ
レートになります。

コンフォーマンスパック内のリソース設定の変更に関連付けられていないプロセスのコンプライアンス
を、プロセスチェックとして追跡し管理できます。例えば、オフサイトの場所にメディアバックアップを
保存するために、PCI-DSS コンプライアンス要件を追跡するプロセスチェックを追加できます。PCI-DSS 
のガイドラインまたは組織のガイダンスに従って、このコンプライアンスを手動で評価します。

利用可能なリージョン: コンフォーマンスパックを使用したプロセスチェックは、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべてのAWS リージョンリージョンAWS Configで利用できます。詳細について
は、「リージョンのサポート (p. 719)」を参照してください。

トピック
• プロセスチェックを作成するためのサンプルコンフォーマンスパックのテンプレート (p. 722)
• コンフォーマンスパック内にプロセスチェックを含める (p. 722)
• プロセスチェックのコンプライアンスステータスの変更 (p. 723)
• プロセスチェックの表示と編集 (コンソール) (p. 724)

プロセスチェックを作成するためのサンプルコン
フォーマンスパックのテンプレート
################################################################################
#
#  Conformance Pack template for process check
#
################################################################################
Resources: 
  AWSConfigProcessCheck: 
    Properties: 
      ConfigRuleName: RuleName 
      Description: Description of Rule 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: AWS_CONFIG_PROCESS_CHECK 
    Type: AWS::Config::ConfigRule

2 つのテンプレート ( CIS 運用のベストプラクティス AWS 基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1  (p. 2214) テ
ンプレートと  CIS 運用のベストプラクティス AWS 基礎ベンチマーク v1.4 レベル 2  (p. 2235) テンプ
レート) を参照してください。

コンフォーマンスパック内にプロセスチェックを含め
る
1. コンフォーマンスパックテンプレートにプロセスチェックを追加します。前述のサンプルテンプレー

トを参照してください。

Resources: 
  ConfigEnabledAllRegions: 
    Properties: 
      ConfigRuleName: Config-Enabled-All-Regions 
      Description: Ensure AWS Config is enabled in all Regions. 
      Source: 
        Owner: AWS 
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        SourceIdentifier: AWS_CONFIG_PROCESS_CHECK 
    Type: AWS::Config::ConfigRule

2. プロセスチェックの名前を入力します。
3. プロセスチェックの説明を入力します。
4. AWS マネジメントコンソールからコンフォーマンスパックをデプロイします。詳細については、

「AWS Config コンソールを使用したコンフォーマンスパックのデプロイ (p. 8050)」を参照してくだ
さい。

Note

コンフォーマンスパックは、Command Line Interface (AWS CLI) を使用してデプロイするこ
ともできます。詳細については、「AWS Command Line Interface を使用したコンフォーマ
ンスパックのデプロイ (p. 8052)」を参照してください。

プロセスチェックのコンプライアンスステータスの変
更
プロセスチェックのコンプライアンスステータスの変更 (コン
ソール)
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. AWS Config [Rule] (AWS Config ルール) ページに移動します。
3. テンプレートで指定したプロセスチェックの名前と、コンフォーマンスパックの識別子を選択しま

す。

Note

同じコンフォーマンスパックからのプロセスチェックには、すべて同じプレフィックスが付
いています。

4. Rule details (ルールの詳細) ページでは、ルールを編集することはできませんが、ルールのコンプライ
アンスを編集することができます。[Manual compliance] (手動コンプライアンス) セクションで、[Edit 
compliance] (コンプライアンスの編集) をクリックします。

5. ドロップダウンリストから適切なコンプライアンスを選択します。
6. (オプション) コンプライアンスステータスの説明を入力します。
7. [Save] を選択します。

コンプライアンスステータスを変更したら、コンフォーマンスパックに戻り、プロセスチェックとその説
明を表示します。

プロセスチェック (CLI) のコンプライアンスステータスの変更
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、コンフォーマンスパック内のプロセスチェックの
コンプライアンスを更新できます。

AWS CLI をローカルマシンにインストールする方法については、https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/ 
userguide/installing.html ユーザーガイドの「AWS CLIAWS CLI のインストール」を参照してください。

必要に応じて、AWS Configure と入力し、AWS CLI が AWS Config コンフォーマンスパックを利用でき
る AWS リージョンを使用するように設定します。

1. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
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2. プロセスチェックのコンプライアンスを更新するには、次のコマンドを入力しま
す。ComplianceResourceId には Account ID を入力し、ルールの名前を含めます。

aws configservice put-external-evaluation --config-rule-
name process-check-rule-name  --external-evaluation 
 ComplianceResourceType=AWS::::Account,ComplianceResourceId=Account 
 ID,ComplianceType=NON_COMPLIANT,OrderingTimestamp=2020-12-17T00:10:00.000Z

3. Enter キーを押してコマンドを実行します。

プロセスチェック (API) のコンプライアンスステータスの変更
デプロイが完了したら、PutExternalEvaluation API を使用してプロセスチェックの評価とコンプラ
イアンスを更新します。詳細については、PutExternalEvaluation を参照してください。

プロセスチェックの表示と編集 (コンソール)
プロセスチェックは、コンプライアンス状態がプロセスチェックに追加された後にのみ表示できます。特
定のコンフォーマンスパックを選択して、そのコンフォーマンスパック内のすべてのプロセスチェックを
表示します。ここには、準拠ステータスおよび非準拠ステータスのプロセスチェックのリストが表示され
ます。

これはサービスがリンクされているルールであるため、[Rule details] (ルールの詳細) ページでプロセス
チェックを編集することはできません。

Note

ただし、[Edit Compliance] (コンプライアンスの編集) をクリックし、[Compliant] (準拠)、[Non-
Compliant] (非準拠)、または [Not-Applicable](該当なし) から適切な値を選択すると、プロセス
チェックのコンプライアンスを更新することができます。

プロセスチェックを追加したコンフォーマンスパックから、プロセスチェックを編集または削除できま
す。

コンフォーマンスパックテンプレート
AWS Config コンソールで表示される、コンフォーマンスパックの YAML テンプレートを次に示します。
コンフォーマンスパックテンプレート内では、1 つ以上の AWS Config ルールと修正アクションを使用で
きます。コンフォーマンスパックに一覧表示されている AWS Config ルールは、AWS Config 管理ルール
または AWS Config カスタムルールにすることができます。すべてのコンフォーマンスパックテンプレー
トは、GitHub からダウンロードできます。

Important

コンフォーマンスパックの汎用コンプライアンスフレームワークは、AWS Config の管理または
カスタムルールと AWS Config の修正アクションを使用した、セキュリティ、運用、またはコス
ト最適化のガバナンスチェックを作成するのに役立ちます。AWS コンフォーマンスパックのサ
ンプルテンプレートは、環境に応じた各種または追加のルール、入力パラメータ、修正アクショ
ンを使用して、独自のコンフォーマンスパックを作成するのに役立ちます。コンプライアンス標
準や業界ベンチマークに関連するテンプレートなど、サンプルテンプレートは、特定のガバナン
ス標準へのコンプライアンスを保証するようには設計されていません。また、社内の取り組みに
取って代わることも、コンプライアンス評価に合格することを保証することもできません。

トピック
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• AWS Control Tower Detective ガードレールコンフォーマンスパック (p. 727)
• ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロードに関する運用上のベストプラクティス  (p. 727)
• ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに関する運用上のベストプラクティス  (p. 849)
• ACSC の Essential 8 に関する運用上のベストプラクティス  (p. 937)
• ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス  (p. 950)
• AI と機会学習に関する運用上のベストプラクティス (p. 1024)
• Amazon API Gateway 運用のベストプラクティス (p. 1024)
• Amazon CloudWatch に関する運用上のベストプラクティス (p. 1024)
• Amazon DynamoDB での運用面のベストプラクティス (p. 1025)
• Amazon S3 に関する運用上のベストプラクティス (p. 1025)
• APRA の「CPG 234」に関する運用上のベストプラクティス  (p. 1025)
• アセット管理に関する運用上のベストプラクティス (p. 1151)
• の運用のベストプラクティスAWS Backup (p. 1152)
• AWS Identity And Access Management に関する運用上のベストプラクティス (p. 1152)
• AWS Well-Architected フレームワークの「信頼性の柱」に関する運用上のベストプラクティス

 (p. 1152)
• AWS Well-Architected フレームワークの「セキュリティの柱」に関する運用上のベストプラクティス

 (p. 1184)
• BCP と DR に関する運用上のベストプラクティス (p. 1264)
• BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス  (p. 1264)
• カナダサイバーセキュリティセンター (CCCS) 中規模クラウド制御プロファイルに関する運用面のベ

ストプラクティス  (p. 1423)
• CIS 運用のベストプラクティス AWS 基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1  (p. 2214)
• CIS 運用のベストプラクティス AWS 基礎ベンチマーク v1.4 レベル 2  (p. 2235)
• CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」に関する運用上のベストプラクティス  (p. 2262)
• CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」に関する運用上のベストプラクティス  (p. 2311)
• CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」に関する運用上のベストプラクティス  (p. 2398)
• CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス  (p. 2492)
• CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス (p. 2536)
• Criminal Justice Information Services (CJIS) の運用のベストプラクティス  (p. 2638)
• CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス (p. 2706)
• CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス (p. 2769)
• CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス  (p. 2922)
• CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス  (p. 3149)
• CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス  (p. 3396)
• CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス  (p. 3677)
• CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス  (p. 3740)
• コンピューティングサービスに関する運用上のベストプラクティス  (p. 3950)
• データの回復性に関する運用上のベストプラクティス (p. 3950)
• データベースサービスに関する運用上のベストプラクティス  (p. 3950)
• データレイクと分析サービスに関する運用上のベストプラクティス (p. 3950)
• DevOPｓ 運用のベストプラクティス (p. 3951)
• EC2 に関する運用上のベストプラクティス (p. 3951)
• 暗号化とキー管理に関する運用上のベストプラクティス (p. 3951)
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• SME 向け ENISA サイバーセキュリティガイドの運用上のベストプラクティス (p. 3952)
• 「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low」に関する運用上のベストプラクティス  (p. 4040)
• 「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium」に関する運用のベストプラクティス  (p. 4099)
• 「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High」に関する運用のベストプラクティス  (p. 4166)
• FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス (p. 4236)
• FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス  (p. 4426)
• FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス (p. 4564)
• FFIEC に関する運用上のベストプラクティス  (p. 4860)
• ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアンス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラク

ティス (p. 4976)
• グラムリーチブライリー法 (GLBA) に関する運用上のベストプラクティス  (p. 5024)
• GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス  (p. 5050)
• 「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス (p. 5131)
• IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス (p. 5376)
• K-ISMS の運用のベストプラクティス  (p. 5484)
• ロードバランシングの運用のベストプラクティス (p. 5531)
• ログ記録に関する運用上のベストプラクティス (p. 5532)
• サービスの管理およびガバナンスの運用のベストプラクティス  (p. 5532)
• シンガポール金融管理局の「Notice 655」の運用のベストプラクティス  (p. 5532)
• MAS TRMG の運用のベストプラクティス  (p. 5556)
• モニタリングの運用のベストプラクティス (p. 5676)
• NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス (p. 5676)
• NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス  (p. 5904)
• NCSC Cloud Security Principles に関する運用上のベストプラクティス  (p. 5932)
• NCSC の「Cyber Assesment Framework」に関する運用上のベストプラクティス  (p. 5989)
• ネットワークおよびコンテンツ配信サービスの運用のベストプラクティス  (p. 6082)
• NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス  (p. 6082)
• NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス  (p. 6254)
• NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス  (p. 6660)
• NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス  (p. 6839)
• NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス  (p. 6878)
• NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス  (p. 7148)
• NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス  (p. 7234)
• NIST プライバシーフレームワーク v1.0 オペレーションのベストプラクティス  (p. 7427)
• NYDFS 23 の運用のベストプラクティス (p. 7561)
• NZISM 運用のベストプラクティス  (p. 7657)
• PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス  (p. 7702)
• パブリックにアクセス可能なリソースの運用のベストプラクティス (p. 7916)
• RBI の「Cyber Security Framework for UCBs」に関する運用上のベストプラクティス (p. 7916)
• RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス (p. 7944)
• セキュリティ、ID、コンプライアンスの運用のベストプラクティス  (p. 8021)
• サーバーレスの運用のベストプラクティス (p. 8022)
• ストレージサービスの運用のベストプラクティス  (p. 8022)
• SWIFT CSP の運用のベストプラクティス (p. 8022)
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• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) のセキュリティのベストプラクティス (p. 8041)
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) のセキュリティのベストプラクティス (p. 8042)
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) でのセキュリティに関するベストプラクティ

ス (p. 8042)
• Amazon CloudFront のセキュリティのベストプラクティス (p. 8042)
• Amazon OpenSearch Service のセキュリティベストプラクティス (p. 8043)
• Amazon Redshift のセキュリティベストプラクティス (p. 8043)
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) でのセキュリティに関するベストプラクティ

ス (p. 8043)
• AWS Auto Scaling のセキュリティのベストプラクティス (p. 8043)
• AWS CloudTrail のセキュリティのベストプラクティス (p. 8044)
• AWS CodeBuild のセキュリティのベストプラクティス (p. 8044)
• Amazon ECR のセキュリティのベストプラクティス (p. 8044)
• AWS Lambda のセキュリティのベストプラクティス (p. 8044)
• AWS Network Firewall のセキュリティのベストプラクティス (p. 8045)
• Amazon SageMaker のセキュリティのベストプラクティス (p. 8045)
• AWS Secrets Manager のセキュリティのベストプラクティス (p. 8045)
• AWS WAF のセキュリティのベストプラクティス (p. 8045)
• 修正アクションを含むテンプレートの例 (p. 8046)

AWS Control Tower Detective ガードレールコン
フォーマンスパック
AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、米国西部 (北カリフォルニア) 
を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポー
ト)

テンプレートは GitHub の「AWS Control Tower Detective Guardrails Conformance Pack」で入手できま
す。

ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロードに関する運用
上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、ABS Cloud Computing 実装ガイド 2.0「マテリアルワークロード」と、AWS マネージド Config 
ルールのサンプル間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用
され、1 つ以上の ABS Cloud Computing 実装ガイドのコントロールに関連付けられます。ABS Cloud 
Computing 実装ガイドによるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これら
のマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

727

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/AWS-Control-Tower-Detective-Guardrails.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4a-govern-the-cloud-2-
material-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4a-govern-the-cloud-2-
material-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

account-part-of-organizations AWS Organizations 内の AWS 
アカウントを一元管理すること
で、アカウントが準拠されるよ
うになります。アカウントの管
理が一元化されていないと、ア
カウントの設定に一貫性がなく
なり、リソースや機密データが
流出する可能性があります。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
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ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4a-govern-the-cloud-3-
material-workloads

dynamodb-throughput-limit-check このルールを有効にする
と、Amazon DynamoDB テー
ブルでのプロビジョンドス
ループットキャパシティが
チェックされるようになりま
す。これは、各テーブルがサ
ポートできる読み取りおよび
書き込みアクティビティの量
です。DynamoDB はこの情報
を使用して、スループット要
件を満たすのに十分なシステ
ムリソースを予約します。こ
のルールでは、スループット
がお客様のアカウントの最大
限度に近づいたときにアラート
が生成されます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) のパラ
メータを必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4a-govern-the-cloud-3-
material-workloads

lambda-concurrency-check このルールにより、Lambda 関数
の同時実行数の上限と下限が確
立されているかどうかを確認し
ます。これは、関数が任意の時
点で処理しているリクエスト数
をベースライン化する際に役立
ちます。

section4a-govern-the-cloud-3-
standard-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

section4a-govern-the-cloud-3-
standard-workloads

ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。

section4a-govern-the-cloud-3-
standard-workloads

ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4a-govern-the-cloud-3-
standard-workloads

eip-attached このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた Elastic 
IP が、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インス
タンスまたは使用中の Elastic 
Network Interface にアタッチさ
れるようになります。このルー
ルは、環境内の未使用の EIP を
モニタリングするのに役立ちま
す。

section4a-govern-the-cloud-3-
standard-workloads

vpc-network-acl-unused-check このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワークアクセスコ
ントロールリストが使用されて
いるかどうかを確認します。未
使用のネットワークアクセスコ
ントロールリストをモニタリン
グすることで、環境の正確なイ
ンベントリの使用と管理を行う
ことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ecs-containers-nonprivileged 最小特権の原則の実装を支
援するため、Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) 
タスク定義では拡張された特権
を有効にしないでください。こ
のパラメータが true のとき、コ
ンテナには、ホストコンテナイ
ンスタンスに対する昇格された
アクセス権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-2-standard-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-2-standard-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-2-standard-workloads

ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-2-standard-workloads

ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-2-standard-workloads

redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-material-workloads

dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-material-workloads

elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-material-workloads

elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-material-workloads

rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-material-workloads

rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-material-workloads

s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

このルールを有効にする
と、Amazon EC2 コンソール
での Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのモニタリングを改善できま
す。このルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニタリング
グラフが表示されます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

rds-enhanced-monitoring-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) を有効
にすると、Amazon RDS の可
用性をモニタリングできます。
これにより、Amazon RDS デー
タベースインスタンスのヘルス
ステータスの詳細が可視化され
ます。Amazon RDS ストレージ
が、複数の基盤となる物理デバ
イスを使用している場合、拡張
モニタリングによって各デバイ
スのデータが収集されます。ま
た、Amazon RDS データベース
インスタンスがマルチ AZ 配置で
実行されている場合、セカンダ
リホスト上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホストのメト
リクスが収集されます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

beanstalk-enhanced-health-
reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 拡張ヘル
スレポートにより、基盤となる
インフラストラクチャの健全性
の変化に対するより迅速な対応
が可能になります。これらの変
更は、アプリケーションの可用
性を低下させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡張ヘルス
レポートは、特定された問題の
重要度を測定し、調査すべき可
能性のある原因を特定するため
のステータス記述子を提供しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-material-workloads

subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。
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ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

765
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-material-workloads

cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-material-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-material-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-material-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-material-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-material-workloads

cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-material-workloads

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-material-workloads

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-material-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-material-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-material-workloads

kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

alb-http-drop-invalid-header-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) 
が、http ヘッダーを削除するよう
に設定されていることを確認し
ます。機密データが含まれてい
る可能性があるため、転送中の
暗号化を有効にしてデータを保
護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-material-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-material-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-material-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-material-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-material-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

account-part-of-organizations AWS Organizations 内の AWS 
アカウントを一元管理すること
で、アカウントが準拠されるよ
うになります。アカウントの管
理が一元化されていないと、ア
カウントの設定に一貫性がなく
なり、リソースや機密データが
流出する可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-material-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-material-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-material-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-material-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-material-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-material-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-material-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

790

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-material-workloads

subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

802
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

806

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-11-material-workloads

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

codebuild-project-source-repo-
url-check

GitHub または Bitbucket のソー
スリポジトリの URL に、AWS 
Codebuild プロジェクト環境内の
個人用のアクセストークン、サ
インイン認証情報が含まれてい
ないことを確認します。GitHub 
または Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与するに
は、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではな
く、OAuth を使用します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-material-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-material-workloads

db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-material-workloads

dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-material-workloads

rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-material-workloads

redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-1-
standard-workloads

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

section4c-run-the-cloud-2-
material-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

section4c-run-the-cloud-2-
material-workloads

ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

840

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

section4c-run-the-cloud-4-
standard-workloads

response-plan-exists-maintained 
(process check)

インシデント対応計画が確立お
よび維持され、責任者に配布さ
れていることを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-4-
material-workloads

alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

section4c-run-the-cloud-4-
material-workloads

api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

section4c-run-the-cloud-4-
material-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-4-
material-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

dynamodb-throughput-limit-check このルールを有効にする
と、Amazon DynamoDB テー
ブルでのプロビジョンドス
ループットキャパシティが
チェックされるようになりま
す。これは、各テーブルがサ
ポートできる読み取りおよび
書き込みアクティビティの量
です。DynamoDB はこの情報
を使用して、スループット要
件を満たすのに十分なシステ
ムリソースを予約します。こ
のルールでは、スループット
がお客様のアカウントの最大
限度に近づいたときにアラート
が生成されます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) のパラ
メータを必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

このルールを有効にする
と、Amazon EC2 コンソール
での Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのモニタリングを改善できま
す。このルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニタリング
グラフが表示されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

lambda-concurrency-check このルールにより、Lambda 関数
の同時実行数の上限と下限が確
立されているかどうかを確認し
ます。これは、関数が任意の時
点で処理しているリクエスト数
をベースライン化する際に役立
ちます。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

rds-enhanced-monitoring-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) を有効
にすると、Amazon RDS の可
用性をモニタリングできます。
これにより、Amazon RDS デー
タベースインスタンスのヘルス
ステータスの詳細が可視化され
ます。Amazon RDS ストレージ
が、複数の基盤となる物理デバ
イスを使用している場合、拡張
モニタリングによって各デバイ
スのデータが収集されます。ま
た、Amazon RDS データベース
インスタンスがマルチ AZ 配置で
実行されている場合、セカンダ
リホスト上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホストのメト
リクスが収集されます。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

beanstalk-enhanced-health-
reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 拡張ヘル
スレポートにより、基盤となる
インフラストラクチャの健全性
の変化に対するより迅速な対応
が可能になります。これらの変
更は、アプリケーションの可用
性を低下させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡張ヘルス
レポートは、特定された問題の
重要度を測定し、調査すべき可
能性のある原因を特定するため
のステータス記述子を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-6-
material-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

section4c-run-the-cloud-6-
material-workloads

ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

section4c-run-the-cloud-6-
material-workloads

ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

section4c-run-the-cloud-6-
material-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロード
に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-6-
material-workloads

guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

section4c-run-the-cloud-6-
standard-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

section4c-run-the-cloud-6-
standard-workloads

ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-6-
standard-workloads

redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

section4c-run-the-cloud-6-
standard-workloads

elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for ABS CCIG 2.0 Material Workloads」で入手で
きます。

ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに関する運用上のベ
ストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、ABS Cloud Computing 実装ガイド 2.0「標準のワークロード」と、AWS マネージド Config ルー
ル間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の ABS 
Cloud Computing 実装ガイドのコントロールに関連付けられます。ABS Cloud Computing 実装ガイドによ
るコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細
およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

account-part-of-organizations AWS Organizations 内の AWS 
アカウントを一元管理すること
で、アカウントが準拠されるよ
うになります。アカウントの管
理が一元化されていないと、ア
カウントの設定に一貫性がなく
なり、リソースや機密データが
流出する可能性があります。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4a-govern-the-cloud-2-
standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4a-govern-the-cloud-3-
standard-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

section4a-govern-the-cloud-3-
standard-workloads

ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。

section4a-govern-the-cloud-3-
standard-workloads

ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

section4a-govern-the-cloud-3-
standard-workloads

eip-attached このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた Elastic 
IP が、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インス
タンスまたは使用中の Elastic 
Network Interface にアタッチさ
れるようになります。このルー
ルは、環境内の未使用の EIP を
モニタリングするのに役立ちま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4a-govern-the-cloud-3-
standard-workloads

vpc-network-acl-unused-check このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワークアクセスコ
ントロールリストが使用されて
いるかどうかを確認します。未
使用のネットワークアクセスコ
ントロールリストをモニタリン
グすることで、環境の正確なイ
ンベントリの使用と管理を行う
ことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ecs-containers-nonprivileged 最小特権の原則の実装を支
援するため、Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) 
タスク定義では拡張された特権
を有効にしないでください。こ
のパラメータが true のとき、コ
ンテナには、ホストコンテナイ
ンスタンスに対する昇格された
アクセス権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

ecs-containers-readonly-access Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アクセスを有
効にすると、最小特権のプリン
シパルを遵守するのに役立ちま
す。このオプションにより、明
示的な読み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナインスタ
ンスのファイルシステムを変更
できないため、攻撃ベクトルを
減らすことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

opensearch-access-control-
enabled

Amazon OpenSearch Service 
ドメインで、きめ細かいアク
セスコントロールが有効になっ
ていることを確認します。きめ
細かいアクセスコントロールに
よって、Amazon OpenSearch 
Service ドメインへの最小特権
アクセスを実現するための強
化された認可メカニズムが得
られます。これにより、ドメ
インへのロールベースのアク
セスコントロール、インデッ
クス、ドキュメント、および
フィールドレベルのセキュリ
ティ、OpenSearch Service 
ダッシュボードのマルチテナン
シーのサポート、OpenSearch 
Service と Kibana の HTTP 基本
認証が可能になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-1-standard-workloads

subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-2-standard-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-2-standard-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-2-standard-workloads

ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-2-standard-workloads

ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-2-standard-workloads

redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

このルールを有効にする
と、Amazon EC2 コンソール
での Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのモニタリングを改善できま
す。このルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニタリング
グラフが表示されます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

rds-enhanced-monitoring-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) を有効
にすると、Amazon RDS の可
用性をモニタリングできます。
これにより、Amazon RDS デー
タベースインスタンスのヘルス
ステータスの詳細が可視化され
ます。Amazon RDS ストレージ
が、複数の基盤となる物理デバ
イスを使用している場合、拡張
モニタリングによって各デバイ
スのデータが収集されます。ま
た、Amazon RDS データベース
インスタンスがマルチ AZ 配置で
実行されている場合、セカンダ
リホスト上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホストのメト
リクスが収集されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-3-standard-workloads

beanstalk-enhanced-health-
reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 拡張ヘル
スレポートにより、基盤となる
インフラストラクチャの健全性
の変化に対するより迅速な対応
が可能になります。これらの変
更は、アプリケーションの可用
性を低下させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡張ヘルス
レポートは、特定された問題の
重要度を測定し、調査すべき可
能性のある原因を特定するため
のステータス記述子を提供しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-4-standard-workloads

subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-5-standard-workloads

kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

alb-http-drop-invalid-header-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) 
が、http ヘッダーを削除するよう
に設定されていることを確認し
ます。機密データが含まれてい
る可能性があるため、転送中の
暗号化を有効にしてデータを保
護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

kinesis-stream-encrypted 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

kinesis-stream-encrypted 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-6-standard-workloads

redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

account-part-of-organizations AWS Organizations 内の AWS 
アカウントを一元管理すること
で、アカウントが準拠されるよ
うになります。アカウントの管
理が一元化されていないと、ア
カウントの設定に一貫性がなく
なり、リソースや機密データが
流出する可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-8-standard-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-9-standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-10-standard-workloads

subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

codebuild-project-source-repo-
url-check

GitHub または Bitbucket のソー
スリポジトリの URL に、AWS 
Codebuild プロジェクト環境内の
個人用のアクセストークン、サ
インイン認証情報が含まれてい
ないことを確認します。GitHub 
または Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与するに
は、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではな
く、OAuth を使用します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

kinesis-stream-encrypted 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-12-standard-workloads

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-14-standard-workloads

opensearch-audit-logging-
enabled

Amazon OpenSearch Service ド
メインで監査ログ作成が有効に
なっていることを確認します。
監査ロギング作成により、認
証の成功と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、インデック
スの変更、受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメインでの
ユーザーアクティビティを追跡
できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

section4b-design-and-secure-
the-cloud-15-standard-workloads

s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-1-
standard-workloads

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

section4c-run-the-cloud-2-
standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

section4c-run-the-cloud-3-
standard-workloads

opensearch-audit-logging-
enabled

Amazon OpenSearch Service ド
メインで監査ログ作成が有効に
なっていることを確認します。
監査ロギング作成により、認
証の成功と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、インデック
スの変更、受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメインでの
ユーザーアクティビティを追跡
できます。

section4c-run-the-cloud-4-
standard-workloads

response-plan-exists-maintained 
(process check)

インシデント対応計画が確立お
よび維持され、責任者に配布さ
れていることを確認します。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

dynamodb-throughput-limit-check このルールを有効にする
と、Amazon DynamoDB テー
ブルでのプロビジョンドス
ループットキャパシティが
チェックされるようになりま
す。これは、各テーブルがサ
ポートできる読み取りおよび
書き込みアクティビティの量
です。DynamoDB はこの情報
を使用して、スループット要
件を満たすのに十分なシステ
ムリソースを予約します。こ
のルールでは、スループット
がお客様のアカウントの最大
限度に近づいたときにアラート
が生成されます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) のパラ
メータを必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

このルールを有効にする
と、Amazon EC2 コンソール
での Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのモニタリングを改善できま
す。このルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニタリング
グラフが表示されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

lambda-concurrency-check このルールにより、Lambda 関数
の同時実行数の上限と下限が確
立されているかどうかを確認し
ます。これは、関数が任意の時
点で処理しているリクエスト数
をベースライン化する際に役立
ちます。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

rds-enhanced-monitoring-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) を有効
にすると、Amazon RDS の可
用性をモニタリングできます。
これにより、Amazon RDS デー
タベースインスタンスのヘルス
ステータスの詳細が可視化され
ます。Amazon RDS ストレージ
が、複数の基盤となる物理デバ
イスを使用している場合、拡張
モニタリングによって各デバイ
スのデータが収集されます。ま
た、Amazon RDS データベース
インスタンスがマルチ AZ 配置で
実行されている場合、セカンダ
リホスト上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホストのメト
リクスが収集されます。

section4c-run-the-cloud-5-
standard-workloads

beanstalk-enhanced-health-
reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 拡張ヘル
スレポートにより、基盤となる
インフラストラクチャの健全性
の変化に対するより迅速な対応
が可能になります。これらの変
更は、アプリケーションの可用
性を低下させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡張ヘルス
レポートは、特定された問題の
重要度を測定し、調査すべき可
能性のある原因を特定するため
のステータス記述子を提供しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-6-
standard-workloads

ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

section4c-run-the-cloud-6-
standard-workloads

ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

section4c-run-the-cloud-6-
standard-workloads

redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の Essential 8 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

section4c-run-the-cloud-6-
standard-workloads

elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for ABS CCIG 2.0 Standard Workloads」で入手
できます。

ACSC の Essential 8 に関する運用上のベストプラク
ティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、オーストラリアのサイバーセキュリティセンター (ACSC) の「Essential Eight Maturity Model」
と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リ
ソースに適用され、1 つ以上の ACSC の Essential Eight によるコントロールに関連付けられます。ACSC 
の Essential Eight によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらの
マッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。Config ルールへの
マッピングの一部は、より規範的なセクションではなく、より高以下のセクション (例えば、サイバーセ
キュリティインシデントの範囲を制限するための緩和戦略) 向けとなっています。

コンフォーマンスパックのサンプルテンプレートには、オーストラリア連邦によって作成された 「ACSC 
| Essential Eight」 に記載の ACSC Essential 8 によるコントロールへのマッピングが含まれています。ク
リエイティブコモンズの Attribution 4.0 International Public License に基づくフレームワークのライセンス
と、フレームワークの著作権情報 (保証の免責を含む) については、「ACSC｜Copyright」でご確認くださ
い。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、アジアパシフィック (香港)、
中東 (バーレーン)、南米 (サンパウロ) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての 
AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Application_control alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-ABS-CCIGv2-Standard.yaml
https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/essential-eight
https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/essential-eight
https://www.cyber.gov.au/acsc/copyright
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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ACSC の Essential 8 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

Application_control api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

Application_control ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

Application_control waf-regional-rule-not-empty AWS WAF に空でないルール
があることを確認します。条件
のないルールは、意図しない動
作を引き起こす可能性がありま
す。

Application_control waf-regional-rulegroup-not-empty AWS WAF に空でないルール
グループがあることを確認しま
す。空のルールグループは、意
図しない動作を引き起こす可能
性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
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ACSC の Essential 8 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Application_control waf-regional-webacl-not-empty AWS WAF にアタッチされた
ウェブ ACL には、ウェブリク
エストを検査および制御する、
ルールおよびルールグループ
のコレクションを含めること
ができます。ウェブ ACL が空
の場合、ウェブトラフィック
は、WAF による検出または処理
なしに通過します。

Application_control ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

Patch_applications ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。

Patch_applications ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Patch_applications ecs-fargate-latest-platform-
version

セキュリティの更新やパッチ
は、AWS Fargate のタスクに自
動的にデプロイされます。AWS 
Fargate のプラットフォームバー
ジョンに影響を与えるセキュ
リティ上の問題が見つかった場
合、AWS はそのプラットフォー
ムバージョンにパッチを適用
します。AWS Fargate を実行
する Amazon Elastic Container 
Service (ECS) タスクのパッチ管
理を支援するには、サービスの
スタンドアロンタスクを更新し
て最新のプラットフォームバー
ジョンを使用します。

Patch_applications elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

Patch_applications rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

Patch_applications ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Patch_applications redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

Restrict_administrative_privileges iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

Restrict_administrative_privileges iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Restrict_administrative_privileges iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

Restrict_administrative_privileges codebuild-project-environment-
privileged-check

最小特権の原則の実装を支援す
るために、Amazon CodeBuild プ
ロジェクト環境で特権モードが
有効になっていないことを確認
してください。Docker API およ
びコンテナの基盤となるハード
ウェアへの意図しないアクセス
を防ぐため、この設定を無効に
する必要があります。

Restrict_administrative_privileges ecs-containers-nonprivileged 最小特権の原則の実装を支
援するため、Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) 
タスク定義では拡張された特権
を有効にしないでください。こ
のパラメータが true のとき、コ
ンテナには、ホストコンテナイ
ンスタンスに対する昇格された
アクセス権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

Restrict_administrative_privileges ecs-containers-readonly-access Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アクセスを有
効にすると、最小特権のプリン
シパルを遵守するのに役立ちま
す。このオプションにより、明
示的な読み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナインスタ
ンスのファイルシステムを変更
できないため、攻撃ベクトルを
減らすことができます。

Restrict_administrative_privileges ecs-task-definition-nonroot-user 最小特権の原則の実装を支援す
るため、ルートユーザー以外の
あるユーザーに Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセスが指定
されていることを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Restrict_administrative_privileges efs-access-point-enforce-user-
identity

最小特権の原則の実装を支援
するため、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) でユー
ザー適用が有効になっている
ことを確認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS で
は、NFS クライアントのユー
ザー ID およびグループ ID が、
アクセスポイントですべての
ファイルシステムオペレーショ
ンに対して設定されている ID に
置き換えられ、この適用された
ユーザー ID へのアクセスのみが
許可されます。

Restrict_administrative_privileges iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

Restrict_administrative_privileges iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Restrict_administrative_privileges rds-instance-iam-authentication-
enabled

システムとアセットへのアク
セスを制御するため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) で AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
認証が有効になっていることを
確認します。これにより、デー
タベースに出入りするネット
ワークトラフィックが、Secure 
Sockets Layer (SSL) を使用して
暗号化されるようになります。
認証は外部で管理されるため、
ユーザー認証情報をデータベー
スに保存する必要はありませ
ん。

Restrict_administrative_privileges ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

Restrict_administrative_privileges ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

Restrict_administrative_privileges iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Restrict_administrative_privileges iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Restrict_administrative_privileges iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

Patch_operating_systems ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

多要素認証 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

多要素認証 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

多要素認証 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

多要素認証 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

多要素認証 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

通常のバックアップ db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

通常のバックアップ dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

通常のバックアップ ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

通常のバックアップ efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

通常のバックアップ elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

通常のバックアップ rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

通常のバックアップ s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

通常のバックアップ s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

通常のバックアップ バックアップ計画によって保護
された aurora リソース

データのバックアッププロセス
を実行するため、Amazon Aurora 
リソースが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

通常のバックアップ バックアップ計画-分-頻度と分保
持チェック

データのバックアッププロセス
を支援するには、AWS Backup 
プランが最小頻度と保持期間
に設定されていることを確認し
てください。AWSBackup は、
ポリシーベースのバックアップ
ソリューションを備えた、フル
マネージドのバックアップサー
ビスです。このソリューション
を使用すると、バックアップの
管理が簡素化され、バックアッ
プに関するビジネスおよび規制
のコンプライアンス要件を満た
すことができます。このルール
では、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays (デ
フォルト Config: 35)、および 
requiredFrequencyUnit (デフォル
ト Config: 日) パラメータを設定
することができます。実際の値
には、組織の要件を反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 
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通常のバックアップ バックアップ/リカバリ・ポイン
トの手動削除/無効化

AWS Backup リカバリポイント
に、リカバリポイントの削除を
防止するリソースベースのポリ
シーが添付されていることを確
認します。リソースベースのポ
リシーを使用してリカバリポイ
ントの削除を防止すると、偶発
的または意図的な削除を防ぐの
に役立ちます。

通常のバックアップ EC2-バックアップ計画によって
保護されるリソース

データのバックアッププロセ
スを支援するために、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ボリュームが AWS Backup 
のプランに含まれていることを
確認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

通常のバックアップ redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for ACSC Essential 8」で入手できます。

ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティ
ス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-ACSC-Essential8.yaml
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ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、オーストラリアのサイバーセキュリティセンター (ACSC) の「Information Security Manual (ISM) 
2020-06」と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の 
AWS リソースに適用され、1 つ以上の「ISM」によるコントロールに関連付けられます。「ISM」による
コントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細お
よびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

コンフォーマンスパックのサンプルテンプレートには、オーストラリア連邦によって作成された 
「Australian Government Information Security Manual」 に記載の「ISM」フレームワークによるコント
ロールへのマッピングが含まれています。クリエイティブコモンズの Attribution 4.0 International Public 
License に基づくフレームワークのライセンスと、フレームワークの著作権情報 (保証の免責を含む) につ
いては、「ACSC｜Copyright」でご確認ください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、アジアパシフィック (香港)、
中東 (バーレーン)、南米 (サンパウロ) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての 
AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

43 response-plan-exists-maintained 
(process check)

インシデント対応計画が確立お
よび維持され、責任者に配布さ
れていることを確認します。

252 security-awareness-program-
exists (Process Check)

組織のセキュリティ意識向上プ
ログラムを確立して維持しま
す。セキュリティ意識向上プロ
グラムは、さまざまなセキュリ
ティ侵害やインシデントから組
織を保護する方法を従業員に教
育するものです。

261 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

261 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

261 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
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https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/essential-cyber-security/ism/cyber-security-principles
https://www.cyber.gov.au/acsc/copyright
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

298 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

298 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

298 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

298 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

380 iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

459 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

459 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

459 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

459 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

459 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

459 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

459 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

459 redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

459 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

459 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

459 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

459 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

459 バックアップ/リカバリ・ポイン
ト暗号化

AWS Backup リカバリポイン
トの暗号化が有効になっている
ことを確認します。機密データ
が含まれている可能性があるた
め、保管時の暗号化を有効にし
てデータを保護します。

459 codebuild-project-artifact-
encryption

機密性のある保管中のデータを
保護するため、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

459 codebuild-project-s3-logs-
encrypted

機密性のある保管中のデータを
保護するため、Amazon S3 に保
存された AWS CodeBuild ログで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

459 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
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ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

459 kinesis-stream-encrypted 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

459 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

459 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

459 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

580 audit-log-policy-exists (Process 
check)

組織のログ要件を定義する、監
査ログの管理ポリシーを確立し
て維持します。これには監査ロ
グのレビューと保持が含まれま
すが、これらに限定されるわけ
ではありません。

634 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

859 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

974 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

974 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1139 elb-predefined-security-policy-ssl-
check

転送中のデータを保護する
ため、Classic Elastic Load 
Balancing のリスナーがカス
タムセキュリティポリシーを
使用していることを確認しま
す。Elastic Load Balancing に
は、クライアントとロードバラ
ンサーの間に接続が確立された
ときに SSL ネゴシエーション
に使用される定義済み SSL ネ
ゴシエーション設定がありま
す。SSL ネゴシエーション設定
は幅広いクライアントとの互換
性を提供し、暗号 という強力
な暗号アルゴリズムを使用しま
す。このルールでは、SSL リス
ナーにカスタムセキュリティポ
リシーを設定する必要がありま
す。デフォルトのセキュリティ
ポリシーは ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。実際の値
には、組織のポリシーを反映す
る必要があります。

1173 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

1173 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1173 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

1173 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

1173 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

1228 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1240 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

1240 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

1271 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

1271 redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。

960

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1277 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

1277 rds-instance-iam-authentication-
enabled

システムとアセットへのアク
セスを制御するため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) で AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
認証が有効になっていることを
確認します。これにより、デー
タベースに出入りするネット
ワークトラフィックが、Secure 
Sockets Layer (SSL) を使用して
暗号化されるようになります。
認証は外部で管理されるため、
ユーザー認証情報をデータベー
スに保存する必要はありませ
ん。

1277 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

1380 ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-iam-authentication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-iam-authentication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1380 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

1380 ecs-fargate-latest-platform-
version

セキュリティの更新やパッチ
は、AWS Fargate のタスクに自
動的にデプロイされます。AWS 
Fargate のプラットフォームバー
ジョンに影響を与えるセキュ
リティ上の問題が見つかった場
合、AWS はそのプラットフォー
ムバージョンにパッチを適用
します。AWS Fargate を実行
する Amazon Elastic Container 
Service (ECS) タスクのパッチ管
理を支援するには、サービスの
スタンドアロンタスクを更新し
て最新のプラットフォームバー
ジョンを使用します。

1380 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

1380 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1380 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

1380 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

1380 iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1380 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

1380 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

1380 codebuild-project-environment-
privileged-check

最小特権の原則の実装を支援す
るために、Amazon CodeBuild プ
ロジェクト環境で特権モードが
有効になっていないことを確認
してください。Docker API およ
びコンテナの基盤となるハード
ウェアへの意図しないアクセス
を防ぐため、この設定を無効に
する必要があります。

1380 ecs-containers-nonprivileged 最小特権の原則の実装を支
援するため、Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) 
タスク定義では拡張された特権
を有効にしないでください。こ
のパラメータが true のとき、コ
ンテナには、ホストコンテナイ
ンスタンスに対する昇格された
アクセス権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1380 ecs-containers-readonly-access Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アクセスを有
効にすると、最小特権のプリン
シパルを遵守するのに役立ちま
す。このオプションにより、明
示的な読み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナインスタ
ンスのファイルシステムを変更
できないため、攻撃ベクトルを
減らすことができます。

1380 ecs-task-definition-nonroot-user 最小特権の原則の実装を支援す
るため、ルートユーザー以外の
あるユーザーに Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセスが指定
されていることを確認します。

1380 efs-access-point-enforce-user-
identity

最小特権の原則の実装を支援
するため、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) でユー
ザー適用が有効になっている
ことを確認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS で
は、NFS クライアントのユー
ザー ID およびグループ ID が、
アクセスポイントですべての
ファイルシステムオペレーショ
ンに対して設定されている ID に
置き換えられ、この適用された
ユーザー ID へのアクセスのみが
許可されます。

1380 iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1380 rds-instance-iam-authentication-
enabled

システムとアセットへのアク
セスを制御するため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) で AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
認証が有効になっていることを
確認します。これにより、デー
タベースに出入りするネット
ワークトラフィックが、Secure 
Sockets Layer (SSL) を使用して
暗号化されるようになります。
認証は外部で管理されるため、
ユーザー認証情報をデータベー
スに保存する必要はありませ
ん。

1380 ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

1380 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

1380 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-iam-authentication-enabled.html
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ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1380 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

1380 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

1388 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1388 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

1401 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

1401 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1401 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

1401 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

1401 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1402 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

1404 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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1405 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

1405 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

1405 multi-region-cloudtrail-enabled MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED

1405 cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

1405 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

1405 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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1405 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

1405 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

1405 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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1405 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

1405 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

1405 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。
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1405 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

1405 codebuild-project-logging-
enabled

AWS CodeBuild プロジェクト
のログ記録が有効になってい
ることを確認します。これによ
り、ビルド出力ログが Amazon 
CloudWatch または Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) のいずれかに送信されます。
ビルド出力ログによって、ビル
ドプロジェクトに関する詳細情
報が得られます。

1405 redshift-audit-logging-enabled Amazon Redshift クラスターの接
続とユーザーアクティビティに
関する情報をキャプチャするに
は、監査ログ作成が有効になっ
ていることを確認します。

1405 opensearch-audit-logging-
enabled

Amazon OpenSearch Service ド
メインで監査ログ作成が有効に
なっていることを確認します。
監査ロギング作成により、認
証の成功と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、インデック
スの変更、受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメインでの
ユーザーアクティビティを追跡
できます。

1405 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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1490 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

1490 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

1490 waf-regional-rule-not-empty AWS WAF に空でないルール
があることを確認します。条件
のないルールは、意図しない動
作を引き起こす可能性がありま
す。

1490 waf-regional-rulegroup-not-empty AWS WAF に空でないルール
グループがあることを確認しま
す。空のルールグループは、意
図しない動作を引き起こす可能
性があります。

1490 waf-regional-webacl-not-empty AWS WAF にアタッチされた
ウェブ ACL には、ウェブリク
エストを検査および制御する、
ルールおよびルールグループ
のコレクションを含めること
ができます。ウェブ ACL が空
の場合、ウェブトラフィック
は、WAF による検出または処理
なしに通過します。
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1490 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

1501 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

1504 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

1504 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。
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1504 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

1504 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

1504 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

1509 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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1509 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

1509 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

1509 cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

1509 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1509 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

1509 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

1509 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

1509 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1509 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

1509 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

1509 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1509 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

1509 codebuild-project-logging-
enabled

AWS CodeBuild プロジェクト
のログ記録が有効になってい
ることを確認します。これによ
り、ビルド出力ログが Amazon 
CloudWatch または Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) のいずれかに送信されます。
ビルド出力ログによって、ビル
ドプロジェクトに関する詳細情
報が得られます。

1509 redshift-audit-logging-enabled Amazon Redshift クラスターの接
続とユーザーアクティビティに
関する情報をキャプチャするに
は、監査ログ作成が有効になっ
ていることを確認します。

1509 opensearch-audit-logging-
enabled

Amazon OpenSearch Service ド
メインで監査ログ作成が有効に
なっていることを確認します。
監査ロギング作成により、認
証の成功と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、インデック
スの変更、受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメインでの
ユーザーアクティビティを追跡
できます。

1509 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1511 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

1511 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

1511 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。

1511 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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1511 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

1511 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

1511 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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1511 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

1511 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

1511 バックアップ計画によって保護
された aurora リソース

データのバックアッププロセス
を実行するため、Amazon Aurora 
リソースが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 
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1511 バックアップ計画-分-頻度と分保
持チェック

データのバックアッププロセス
を支援するには、AWS Backup 
プランが最小頻度と保持期間
に設定されていることを確認し
てください。AWSBackup は、
ポリシーベースのバックアップ
ソリューションを備えた、フル
マネージドのバックアップサー
ビスです。このソリューション
を使用すると、バックアップの
管理が簡素化され、バックアッ
プに関するビジネスおよび規制
のコンプライアンス要件を満た
すことができます。このルール
では、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays (デ
フォルト Config: 35)、および 
requiredFrequencyUnit (デフォル
ト Config: 日) パラメータを設定
することができます。実際の値
には、組織の要件を反映する必
要があります。

1511 バックアップ/リカバリ・ポイン
トの最小保存期間チェック

データのバックアッププロセス
を支援するために、AWS Backup 
リカバリポイントに最小保持期
間が設定されていることを確
認してください。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。requiredetentionDays (デ
フォルト設定:35) パラメータを
設定できるルールです。実際の
値には、組織の要件を反映する
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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1511 EC2-バックアップ計画によって
保護されるリソース

データのバックアッププロセ
スを支援するために、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ボリュームが AWS Backup 
のプランに含まれていることを
確認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

1511 fsx-リソース-バックアップ計画に
よって保護される

データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
FSx ファイルシステムが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

1511 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1511 バックアップ計画-分-頻度と分保
持チェック

データのバックアッププロセス
を支援するには、AWS Backup 
プランが最小頻度と保持期間
に設定されていることを確認し
てください。AWSBackup は、
ポリシーベースのバックアップ
ソリューションを備えた、フル
マネージドのバックアップサー
ビスです。このソリューション
を使用すると、バックアップの
管理が簡素化され、バックアッ
プに関するビジネスおよび規制
のコンプライアンス要件を満た
すことができます。このルール
では、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays (デ
フォルト Config: 35)、および 
requiredFrequencyUnit (デフォル
ト Config: 日) パラメータを設定
することができます。実際の値
には、組織の要件を反映する必
要があります。

1511 バックアップ/リカバリ・ポイン
トの手動削除/無効化

AWS Backup リカバリポイント
に、リカバリポイントの削除を
防止するリソースベースのポリ
シーが添付されていることを確
認します。リソースベースのポ
リシーを使用してリカバリポイ
ントの削除を防止すると、偶発
的または意図的な削除を防ぐの
に役立ちます。

1515 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。
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1515 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

1515 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

1515 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。
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1515 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

1515 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

1515 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

1515 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。
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1515 バックアップ計画によって保護
された aurora リソース

データのバックアッププロセス
を実行するため、Amazon Aurora 
リソースが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

1515 バックアップ計画-分-頻度と分保
持チェック

データのバックアッププロセス
を支援するには、AWS Backup 
プランが最小頻度と保持期間
に設定されていることを確認し
てください。AWSBackup は、
ポリシーベースのバックアップ
ソリューションを備えた、フル
マネージドのバックアップサー
ビスです。このソリューション
を使用すると、バックアップの
管理が簡素化され、バックアッ
プに関するビジネスおよび規制
のコンプライアンス要件を満た
すことができます。このルール
では、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays (デ
フォルト Config: 35)、および 
requiredFrequencyUnit (デフォル
ト Config: 日) パラメータを設定
することができます。実際の値
には、組織の要件を反映する必
要があります。

1515 バックアップ/リカバリ・ポイン
トの手動削除/無効化

AWS Backup リカバリポイント
に、リカバリポイントの削除を
防止するリソースベースのポリ
シーが添付されていることを確
認します。リソースベースのポ
リシーを使用してリカバリポイ
ントの削除を防止すると、偶発
的または意図的な削除を防ぐの
に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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1515 EC2-バックアップ計画によって
保護されるリソース

データのバックアッププロセ
スを支援するために、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ボリュームが AWS Backup 
のプランに含まれていることを
確認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

1515 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

1536 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

%%1537 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。
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%%1537 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

1552 acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

1552 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

1552 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

992

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 
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1552 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

1552 elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

1579 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

1580 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。
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1580 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

1580 rds-cluster-multi-az-enabled Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ レプリ
ケーションを有効にして、格納
されるデータの可用性をサポー
トする必要があります。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

1650 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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1650 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

1650 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

1650 cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

1650 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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1650 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

1650 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

1650 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

1650 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1650 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

1650 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

1650 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。
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1650 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

1650 codebuild-project-logging-
enabled

AWS CodeBuild プロジェクト
のログ記録が有効になってい
ることを確認します。これによ
り、ビルド出力ログが Amazon 
CloudWatch または Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) のいずれかに送信されます。
ビルド出力ログによって、ビル
ドプロジェクトに関する詳細情
報が得られます。

1650 redshift-audit-logging-enabled Amazon Redshift クラスターの接
続とユーザーアクティビティに
関する情報をキャプチャするに
は、監査ログ作成が有効になっ
ていることを確認します。

1650 opensearch-audit-logging-
enabled

Amazon OpenSearch Service ド
メインで監査ログ作成が有効に
なっていることを確認します。
監査ロギング作成により、認
証の成功と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、インデック
スの変更、受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメインでの
ユーザーアクティビティを追跡
できます。

1650 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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1657 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

1657 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

1657 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

1657 waf-regional-rule-not-empty AWS WAF に空でないルール
があることを確認します。条件
のないルールは、意図しない動
作を引き起こす可能性がありま
す。

999
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1657 waf-regional-rulegroup-not-empty AWS WAF に空でないルール
グループがあることを確認しま
す。空のルールグループは、意
図しない動作を引き起こす可能
性があります。

1657 waf-regional-webacl-not-empty AWS WAF にアタッチされた
ウェブ ACL には、ウェブリク
エストを検査および制御する、
ルールおよびルールグループ
のコレクションを含めること
ができます。ウェブ ACL が空
の場合、ウェブトラフィック
は、WAF による検出または処理
なしに通過します。

1657 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

1661 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

1661 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。
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1661 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

1661 cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

1661 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

1661 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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1661 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

1661 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

1661 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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1661 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

1661 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

1661 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。
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1661 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

1661 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

1679 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

1679 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。
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1679 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

1679 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

1679 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

1680 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1680 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

1680 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

1680 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

1680 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1681 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

1681 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

1681 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

1681 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1681 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

1683 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

1683 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1690 ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。

1690 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

1690 ecs-fargate-latest-platform-
version

セキュリティの更新やパッチ
は、AWS Fargate のタスクに自
動的にデプロイされます。AWS 
Fargate のプラットフォームバー
ジョンに影響を与えるセキュ
リティ上の問題が見つかった場
合、AWS はそのプラットフォー
ムバージョンにパッチを適用
します。AWS Fargate を実行
する Amazon Elastic Container 
Service (ECS) タスクのパッチ管
理を支援するには、サービスの
スタンドアロンタスクを更新し
て最新のプラットフォームバー
ジョンを使用します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1690 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

1690 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

1690 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

1690 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1691 ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。

1691 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

1691 ecs-fargate-latest-platform-
version

セキュリティの更新やパッチ
は、AWS Fargate のタスクに自
動的にデプロイされます。AWS 
Fargate のプラットフォームバー
ジョンに影響を与えるセキュ
リティ上の問題が見つかった場
合、AWS はそのプラットフォー
ムバージョンにパッチを適用
します。AWS Fargate を実行
する Amazon Elastic Container 
Service (ECS) タスクのパッチ管
理を支援するには、サービスの
スタンドアロンタスクを更新し
て最新のプラットフォームバー
ジョンを使用します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1691 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

1691 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

1691 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

1691 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

1012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1693 ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。

1693 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

1693 ecs-fargate-latest-platform-
version

セキュリティの更新やパッチ
は、AWS Fargate のタスクに自
動的にデプロイされます。AWS 
Fargate のプラットフォームバー
ジョンに影響を与えるセキュ
リティ上の問題が見つかった場
合、AWS はそのプラットフォー
ムバージョンにパッチを適用
します。AWS Fargate を実行
する Amazon Elastic Container 
Service (ECS) タスクのパッチ管
理を支援するには、サービスの
スタンドアロンタスクを更新し
て最新のプラットフォームバー
ジョンを使用します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1693 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

1693 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

1693 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

1693 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1694 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

1695 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

1707 バックアップ/リカバリ・ポイン
トの手動削除/無効化

AWS Backup リカバリポイント
に、リカバリポイントの削除を
防止するリソースベースのポリ
シーが添付されていることを確
認します。リソースベースのポ
リシーを使用してリカバリポイ
ントの削除を防止すると、偶発
的または意図的な削除を防ぐの
に役立ちます。

P1 rds-cluster-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

P1 rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

P3 ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。

P5 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

P7 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

P7 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

P7 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

P7 opensearch-https-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインへ
の接続で HTTPS が有効になって
いることを確認します。

P8 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

P9 バックアップ計画によって保護
された aurora リソース

データのバックアッププロセス
を実行するため、Amazon Aurora 
リソースが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

P9 バックアップ計画-分-頻度と分保
持チェック

データのバックアッププロセス
を支援するには、AWS Backup 
プランが最小頻度と保持期間
に設定されていることを確認し
てください。AWSBackup は、
ポリシーベースのバックアップ
ソリューションを備えた、フル
マネージドのバックアップサー
ビスです。このソリューション
を使用すると、バックアップの
管理が簡素化され、バックアッ
プに関するビジネスおよび規制
のコンプライアンス要件を満た
すことができます。このルール
では、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays (デ
フォルト Config: 35)、および 
requiredFrequencyUnit (デフォル
ト Config: 日) パラメータを設定
することができます。実際の値
には、組織の要件を反映する必
要があります。

P9 バックアップ/リカバリ・ポイン
ト暗号化

AWS Backup リカバリポイン
トの暗号化が有効になっている
ことを確認します。機密データ
が含まれている可能性があるた
め、保管時の暗号化を有効にし
てデータを保護します。

P9 バックアップ/リカバリ・ポイン
トの手動削除/無効化

AWS Backup リカバリポイント
に、リカバリポイントの削除を
防止するリソースベースのポリ
シーが添付されていることを確
認します。リソースベースのポ
リシーを使用してリカバリポイ
ントの削除を防止すると、偶発
的または意図的な削除を防ぐの
に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

P9 バックアップ/リカバリ・ポイン
トの最小保存期間チェック

データのバックアッププロセス
を支援するために、AWS Backup 
リカバリポイントに最小保持期
間が設定されていることを確
認してください。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。requiredetentionDays (デ
フォルト設定:35) パラメータを
設定できるルールです。実際の
値には、組織の要件を反映する
必要があります。

P9 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

P9 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

P9 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

P9 EC2-バックアップ計画によって
保護されるリソース

データのバックアッププロセ
スを支援するために、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ボリュームが AWS Backup 
のプランに含まれていることを
確認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

P9 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

P9 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

P9 fsx-リソース-バックアップ計画に
よって保護される

データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
FSx ファイルシステムが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

P9 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

P9 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

P10 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

P10 iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ACSC の「ISM」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

P10 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

P10 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

P10 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
AI と機会学習に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

P11 iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for ACSC ISM」で入手できます。

AI と機会学習に関する運用上のベストプラクティス
このパックには、AI と機会学習に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマンス
パックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を
必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールに
ついては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、米国西部 (北カリフォルニ
ア)、中東 (バーレーン) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン 
(リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for AI and ML」で入手できます。

Amazon API Gateway 運用のベストプラクティス
このパックに含まれるAWS Config ルールは、AWS に含まれる Amazon API Gateway の使用法ルールに基
づいています。このコンフォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために
設計されており、パラメータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設
定する必要がある追加の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを
参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Amazon API Gateway」で入手できます。

Amazon CloudWatch に関する運用上のベストプラク
ティス
このパックに含まれる AWS Config ルールは、AWS に含まれる Amazon CloudWatch の使用法に基づいて
います。このコンフォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計さ
れており、パラメータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する
必要がある追加の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照し
てください。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-ACSC-ISM.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-AI-and-ML.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-API-Gateway.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html


AWS Config デベロッパーガイド
Amazon DynamoDB での運用面のベストプラクティス

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Amazon CloudWatch に関する運用上のベストプラクティス」で入手できま
す。

Amazon DynamoDB での運用面のベストプラクティス
AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (ソウル)、カナダ (中部)、欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン) を除く、コン
フォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Amazon DynamoDB」で入手できます。

Amazon S3 に関する運用上のベストプラクティス
AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Amazon S3」で入手できます。

APRA の「CPG 234」に関する運用上のベストプラク
ティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、Australian Prudential Regulation Authority (APRA) の「CPG 234」と、AWS マネージド Config 
ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の 
APRA の「CPG 234」によるコントロールに関連付けられます。APRA の「CPG 234」によるコントロー
ルを、複数の Config ルールに関連付けることができます これらのマッピングに関する詳細およびガイダ
ンスについては、以下の表を参照してください。

このコンフォーマンスパックのサンプルテンプレートには、オーストラリア連邦によって作成された
Prudential Practice Guide: CPG 234 Information Security に記載されている「APRA CPG 234 2019」によ
るコントロールへのマッピングが含まれています。Creative Commons Australia Attribution 3.0 Licence に
基づくフレームワークのライセンスとフレームワークの著作権に関する情報 (保証の免責事項を含む) につ
いては、「APRA | Copyright」を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36a ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CloudWatch.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Amazon-DynamoDB.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Amazon-S3.yaml
https://www.apra.gov.au/sites/default/files/cpg_234_information_security_june_2019_1.pdf
https://www.apra.gov.au/copyright
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

36a ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

36a ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

36b ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36b ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

36b ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

36b cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36b redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

36b elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

36b rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

36c iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36c iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

36c iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

36c restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36c vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

36c restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

36c ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

36c iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36c ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

悪意のあるコードを検出
すると、[Selection (one or 
more): block malicious code; 
quarantine malicious code; 
take [Assignment: organization-
defined action]]とともに、アラー
トが[Assignment: organization-
defined personnel or roles]に送信
されます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

36e secretsmanager-rotation-
enabled-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager シークレットでロー
テーションが有効にされます。
シークレットを定期的にロー
テーションすることで、シーク
レットがアクティブになる期間
が短縮され、シークレットが侵
害された場合のビジネスへの影
響が軽減される可能性がありま
す。

36e secretsmanager-scheduled-
rotation-success-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager のシークレットがロー
テーションスケジュールに従っ
て正常にローテーションされ
るようになります。シークレッ
トを定期的にローテーションす
ることで、シークレットがアク
ティブになる期間が短縮され、
シークレットが侵害された場合
のビジネスへの影響が軽減され
る可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36e dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

36e ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

36e ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

36e elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36e emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

36e ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

36e internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

36e lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36e lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

36e rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

36e rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

36e redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36e s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

36e s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

36e sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

36e ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

36e no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36e s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

36e subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

36e autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

36e redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36e api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

36e s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

36e ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36e opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

36f dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

36f ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

36f ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36f elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

36f emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

36f ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36f internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

36f lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

36f lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

36f rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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36f rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

36f redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

36f s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

36f s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

36f sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。
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36f restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

36f restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

36f vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。
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36f vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

36f alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

36f no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

36f s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。
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36f subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

36f autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

36f redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。
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36f api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

36f s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

36f ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。
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36f opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

36g securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

36g guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

1058

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36g guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

36h securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

36h guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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36h guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

36h ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

36h ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。
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36h ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

36h redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

36h elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36i autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。

36i cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36i dynamodb-throughput-limit-check このルールを有効にする
と、Amazon DynamoDB テー
ブルでのプロビジョンドス
ループットキャパシティが
チェックされるようになりま
す。これは、各テーブルがサ
ポートできる読み取りおよび
書き込みアクティビティの量
です。DynamoDB はこの情報
を使用して、スループット要
件を満たすのに十分なシステ
ムリソースを予約します。こ
のルールでは、スループット
がお客様のアカウントの最大
限度に近づいたときにアラート
が生成されます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) のパラ
メータを必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。

36i guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

36i lambda-concurrency-check このルールにより、Lambda 関数
の同時実行数の上限と下限が確
立されているかどうかを確認し
ます。これは、関数が任意の時
点で処理しているリクエスト数
をベースライン化する際に役立
ちます。

36i lambda-dlq-check このルールを有効にすると、機
能が失敗した場合に、Amazon 
Simple Queue Service (Amazon 
SQS) または Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) を介して、適切な担当者に
通知できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36i rds-enhanced-monitoring-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) を有効
にすると、Amazon RDS の可
用性をモニタリングできます。
これにより、Amazon RDS デー
タベースインスタンスのヘルス
ステータスの詳細が可視化され
ます。Amazon RDS ストレージ
が、複数の基盤となる物理デバ
イスを使用している場合、拡張
モニタリングによって各デバイ
スのデータが収集されます。ま
た、Amazon RDS データベース
インスタンスがマルチ AZ 配置で
実行されている場合、セカンダ
リホスト上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホストのメト
リクスが収集されます。

36i opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

36i securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36i beanstalk-enhanced-health-
reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 拡張ヘル
スレポートにより、基盤となる
インフラストラクチャの健全性
の変化に対するより迅速な対応
が可能になります。これらの変
更は、アプリケーションの可用
性を低下させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡張ヘルス
レポートは、特定された問題の
重要度を測定し、調査すべき可
能性のある原因を特定するため
のステータス記述子を提供しま
す。

36i elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

36j securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

36j guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36j guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

36j opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

36j autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36j cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

36j dynamodb-throughput-limit-check このルールを有効にする
と、Amazon DynamoDB テー
ブルでのプロビジョンドス
ループットキャパシティが
チェックされるようになりま
す。これは、各テーブルがサ
ポートできる読み取りおよび
書き込みアクティビティの量
です。DynamoDB はこの情報
を使用して、スループット要
件を満たすのに十分なシステ
ムリソースを予約します。こ
のルールでは、スループット
がお客様のアカウントの最大
限度に近づいたときにアラート
が生成されます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) のパラ
メータを必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。

36j lambda-dlq-check このルールを有効にすると、機
能が失敗した場合に、Amazon 
Simple Queue Service (Amazon 
SQS) または Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) を介して、適切な担当者に
通知できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36j rds-enhanced-monitoring-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) を有効
にすると、Amazon RDS の可
用性をモニタリングできます。
これにより、Amazon RDS デー
タベースインスタンスのヘルス
ステータスの詳細が可視化され
ます。Amazon RDS ストレージ
が、複数の基盤となる物理デバ
イスを使用している場合、拡張
モニタリングによって各デバイ
スのデータが収集されます。ま
た、Amazon RDS データベース
インスタンスがマルチ AZ 配置で
実行されている場合、セカンダ
リホスト上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホストのメト
リクスが収集されます。

36j beanstalk-enhanced-health-
reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 拡張ヘル
スレポートにより、基盤となる
インフラストラクチャの健全性
の変化に対するより迅速な対応
が可能になります。これらの変
更は、アプリケーションの可用
性を低下させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡張ヘルス
レポートは、特定された問題の
重要度を測定し、調査すべき可
能性のある原因を特定するため
のステータス記述子を提供しま
す。

36j elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

36l db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36l dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

36l dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。

36l elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

36l elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36l rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

36l s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

36l vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36l dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

36l ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

36l efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36l elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

36l rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

36l rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

36l redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

36l beanstalk-enhanced-health-
reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 拡張ヘル
スレポートにより、基盤となる
インフラストラクチャの健全性
の変化に対するより迅速な対応
が可能になります。これらの変
更は、アプリケーションの可用
性を低下させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡張ヘルス
レポートは、特定された問題の
重要度を測定し、調査すべき可
能性のある原因を特定するため
のステータス記述子を提供しま
す。

39(a)(b)(d) guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

39(a)(b)(d) guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

39(a)(b)(d) securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

40 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

40 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

40 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

40 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

44a iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

44a root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

44a root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

44b rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

44b s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

44b elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

44c kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

44c iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

44c iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

44c iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

45 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

45 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

45 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

45 iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

45 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

45 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

45 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

45 iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

45 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

45 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

45 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

45 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

45 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

45 internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

45 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

45 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

45 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

45 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

45 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

45 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

45 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

45 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

45 account-part-of-organizations AWS Organizations 内の AWS 
アカウントを一元管理すること
で、アカウントが準拠されるよ
うになります。アカウントの管
理が一元化されていないと、ア
カウントの設定に一貫性がなく
なり、リソースや機密データが
流出する可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

45 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

45 ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

45 no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

45 s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

45 subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

45 autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。

45 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

45 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

45 ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

47c emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

47c iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

47c iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

47c iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

47c iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

47c iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

47c iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

52c api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

52c cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

52c cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

52c efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

52c elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

52c encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

52c rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

52c redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

52c s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

52c sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

1093

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

52c sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

52c sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

52c ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

52c dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

52c rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

52c s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

52c redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

52c opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

52d s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

52d s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

52d sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

52d dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

52d ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

52d ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

52d elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

52d emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

52d ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

52d internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

52d lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

52d lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

52d rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

52d rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

52d redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

52d no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

52d subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

52d autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

52d redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。

52d ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

52d s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

52d opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

52d s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

52e securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

52e guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

53 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

53 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

53 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

53 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

53 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

53 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

53 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

53 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

53 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

53 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

53 internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

53 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

53 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

53 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

53 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

53 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

53 no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

53 s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

53 subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

53 autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

53 redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

53 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

53 ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

54 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

54 acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

54 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

54 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

54 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

54 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

54 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

54 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

54 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

54 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

54 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

54 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

54 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

54 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

54 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

54 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

54 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

54 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

54 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

54 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

54 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

54 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

54 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

54 redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

54 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

54 elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

55 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

55 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

67 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

67 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

67 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

67 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

67 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
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る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

67 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

67 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

67 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

67 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

67 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

67 cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

67 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

67 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

67 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

67 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

67 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

67 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

67 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

68 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

68 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

73 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

73 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentA_1(b)(h) emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

AttachmentA_1(b)(h) iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

AttachmentA_1(b)(h) iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentA_1(b)(h) iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

AttachmentA_1(b)(h) iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

AttachmentA_1(b)(h) iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentA_1(b)(h) iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

AttachmentA_1(b)(h) iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

AttachmentA_1(b)(h) iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentA_1(b)(h) ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

AttachmentA_1(c) securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

AttachmentA_1(c) guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

AttachmentA_1(e) securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentA_1(e) guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

AttachmentA_1(e) cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

AttachmentA_1(e) api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

AttachmentA_1(e) cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentA_1(e) cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

AttachmentA_1(e) cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

AttachmentA_1(e) elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentA_1(e) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

AttachmentA_1(e) s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

AttachmentA_1(e) vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

1126

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentA_1(e) rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

AttachmentA_1(e) wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

AttachmentA_1(e) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

AttachmentA_1(e) opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

AttachmentB_1 security-awareness-program-
exists (Process Check)

組織のセキュリティ意識向上プ
ログラムを確立して維持しま
す。セキュリティ意識向上プロ
グラムは、さまざまなセキュリ
ティ侵害やインシデントから組
織を保護する方法を従業員に教
育するものです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_4 access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。

AttachmentC_4 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_4 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

AttachmentC_4 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_4 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

AttachmentC_4 iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

AttachmentC_4 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。

AttachmentC_4 iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_4 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

AttachmentC_4 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

AttachmentC_4 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_4 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

AttachmentC_4 secretsmanager-rotation-
enabled-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager シークレットでロー
テーションが有効にされます。
シークレットを定期的にロー
テーションすることで、シーク
レットがアクティブになる期間
が短縮され、シークレットが侵
害された場合のビジネスへの影
響が軽減される可能性がありま
す。

AttachmentC_4 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager のシークレットがロー
テーションスケジュールに従っ
て正常にローテーションされ
るようになります。シークレッ
トを定期的にローテーションす
ることで、シークレットがアク
ティブになる期間が短縮され、
シークレットが侵害された場合
のビジネスへの影響が軽減され
る可能性があります。

AttachmentC_4 iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_4 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

AttachmentC_4 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

AttachmentC_4 ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_4 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

AttachmentC_5 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

AttachmentC_5 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

AttachmentC_5 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_5 iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

AttachmentC_5 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_6 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

AttachmentC_6 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

AttachmentC_6 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

AttachmentC_7(c) iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_7(h) api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

AttachmentC_7(h) cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

AttachmentC_7(h) cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

AttachmentC_7(h) cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_7(h) cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

AttachmentC_7(h) elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

AttachmentC_7(h) guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_7(h) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

AttachmentC_7(h) s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_7(h) securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

AttachmentC_7(h) vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

AttachmentC_7(h) rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

AttachmentC_7(h) opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_7(h) wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

AttachmentC_7(h) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

AttachmentC_7(i) iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

AttachmentC_7(j) iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。
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AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_7(j) mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

AttachmentC_7(j) root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

AttachmentC_7(j) root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らすことができます。

AttachmentC_8 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_8 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

AttachmentC_8 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

AttachmentC_8 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

AttachmentC_8 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

AttachmentC_8 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_8 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

AttachmentC_8 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

AttachmentC_8 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentC_8 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

AttachmentC_8 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

AttachmentC_8 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

AttachmentD_1 codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentD_1 codebuild-project-source-repo-
url-check

GitHub または Bitbucket のソー
スリポジトリの URL に、AWS 
Codebuild プロジェクト環境内の
個人用のアクセストークン、サ
インイン認証情報が含まれてい
ないことを確認します。GitHub 
または Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与するに
は、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではな
く、OAuth を使用します。

AttachmentE_4 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

AttachmentE_4 cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

AttachmentE_5(d) cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

AttachmentE_1(a)(b)(d) opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
APRA の「CPG 234」に関す

る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentE_1(a)(b)(d) acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

AttachmentE_1(a)(b)(d) alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentE_1(a)(b)(d) elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

AttachmentE_1(a)(b)(d) encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

AttachmentE_1(a)(b)(d) kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

AttachmentE_1(a)(b)(d) rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
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る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentE_1(a)(b)(d) redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

AttachmentE_1(a)(b)(d) redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

AttachmentE_1(a)(b)(d) s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
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る運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentE_1(a)(b)(d) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

AttachmentE_1(a)(b)(d) sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

AttachmentE_1(a)(b)(d) ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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AWS Config デベロッパーガイド
アセット管理に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

AttachmentE_1(a)(b)(d) elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

AttachmentE_1(a)(b)(d) redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

AttachmentE_1(a)(b)(d) api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for APRA CPG 234」で入手できます。

アセット管理に関する運用上のベストプラクティス
このパックには、AWS 内のアセット管理に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォー
マンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの
設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理
ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Asset Management」で入手できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
の運用のベストプラクティスAWS Backup

の運用のベストプラクティスAWS Backup
このパックの AWS Config ルールには AWS Backup に基づいたAWS 内に含まれています。このコン
フォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラ
メータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加
の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for AWS Backup」で入手できます。

AWS Identity And Access Management に関する運用
上のベストプラクティス
AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for AWS Identity And Access Management」で入
手できます。

AWS Well-Architected フレームワークの「信頼性の
柱」に関する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドまたはカスタムの AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、またはコスト最適化のガバナンスチェックを作成できるよう
に設計された汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコン
フォーマンスパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されてい
ません。お客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについ
て、お客様自身で評価する責任を負います。

以下に、Amazon Web Services の Well-Architected フレームワーク「信頼性の柱」と、AWS マネージド 
Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 
つ以上の設計の原則の柱に関連付けられます。A Well-Architected フレームワークのカテゴリを、複数の 
Config ルールに関連付けることができます これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについて
は、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-1 サービスクォータと制
約はどのように管理す
るのですか。クラウド
ベースのワークロード
アーキテクチャには、
サービスクォータ (サー
ビスの制限とも言いま
す) があります。これ
らのクォータは、サー
ビスを不正使用されな
いようにするために、

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
必要以上のリソースを
誤ってプロビジョニン
グすることを防ぎ、API 
オペレーションのリク
エストレートを制限す
るためのものです。ま
た、光ファイバーケー
ブルにビットをプッ
シュダウンできる速度
や、物理ディスク上の
ストレージの量などの
リソースの制限もあり
ます。

です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

REL-1 サービスクォータと制
約はどのように管理す
るのですか。クラウド
ベースのワークロード
アーキテクチャには、
サービスクォータ (サー
ビスの制限とも言いま
す) があります。これ
らのクォータは、サー
ビスを不正使用されな
いようにするために、
必要以上のリソースを
誤ってプロビジョニン
グすることを防ぎ、API 
オペレーションのリク
エストレートを制限す
るためのものです。ま
た、光ファイバーケー
ブルにビットをプッ
シュダウンできる速度
や、物理ディスク上の
ストレージの量などの
リソースの制限もあり
ます。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-1 サービスクォータと制
約はどのように管理す
るのですか。クラウド
ベースのワークロード
アーキテクチャには、
サービスクォータ (サー
ビスの制限とも言いま
す) があります。これ
らのクォータは、サー
ビスを不正使用されな
いようにするために、
必要以上のリソースを
誤ってプロビジョニン
グすることを防ぎ、API 
オペレーションのリク
エストレートを制限す
るためのものです。ま
た、光ファイバーケー
ブルにビットをプッ
シュダウンできる速度
や、物理ディスク上の
ストレージの量などの
リソースの制限もあり
ます。

ecs-task-definition-
memory-hard-limit

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
で使用できる最大メモ
リを制限することで、
コンテナへの悪意のあ
るアクセスが発生して
も、リソースの使用量
が悪用されることはあ
りません。

REL-2 ネットワークトポロジ
はどのように計画す
るのですか。多くの
場合、ワークロードは
複数の環境に存在しま
す。その中には、複数
のクラウド環境 (パブ
リックアクセスとプラ
イベートの両方) や、
場合によっては既存の
データセンターのイン
フラストラクチャが含
まれます。プランに
は、システム内および
システム間の接続性、
パブリック IP アドレス
の管理、プライベート 
IP アドレスの管理、ド
メイン名の解決といっ
たネットワークの考慮
事項が含まれている必
要があります。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-2 ネットワークトポロジ
はどのように計画す
るのですか。多くの
場合、ワークロードは
複数の環境に存在しま
す。その中には、複数
のクラウド環境 (パブ
リックアクセスとプラ
イベートの両方) や、
場合によっては既存の
データセンターのイン
フラストラクチャが含
まれます。プランに
は、システム内および
システム間の接続性、
パブリック IP アドレス
の管理、プライベート 
IP アドレスの管理、ド
メイン名の解決といっ
たネットワークの考慮
事項が含まれている必
要があります。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

REL-2 ネットワークトポロジ
はどのように計画す
るのですか。多くの
場合、ワークロードは
複数の環境に存在しま
す。その中には、複数
のクラウド環境 (パブ
リックアクセスとプラ
イベートの両方) や、
場合によっては既存の
データセンターのイン
フラストラクチャが含
まれます。プランに
は、システム内および
システム間の接続性、
パブリック IP アドレス
の管理、プライベート 
IP アドレスの管理、ド
メイン名の解決といっ
たネットワークの考慮
事項が含まれている必
要があります。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-5 障害を軽減または耐え
るために、分散シス
テムにおけるインタ
ラクションをどのよう
に設計しますか。分散
システムは、サーバー
やサービスなどのコン
ポーネントを相互接続
するために通信ネット
ワークに依存してい
ます。これらのネッ
トワークでデータ損失
や遅延が発生しても、
ワークロードは確実に
動作する必要がありま
す。分散システムのコ
ンポーネントは、他の
コンポーネントやワー
クロードに悪影響を
及ぼさない方法で動作
する必要があります。
これらのベストプラク
ティスは障害を防ぎ、
平均故障間隔 (MTBF) を
改善します。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

api-gw-xray-enabled AWS X-Ray は、アプ
リケーションで処理
するリクエストに関す
るデータを収集する
とともに、データの表
示、フィルタリング、
インサイトによって問
題や機会を特定して最
適化するために使用で
きるツールを提供しま
す。X-Ray を有効にし
て、リクエストとレス
ポンスに関する情報だ
けではなく、ダウンス
トリーム AWS リソー
ス、マイクロサービ
ス、データベース、お
よび HTTP ウェブ API 
に対してアプリケー
ションが行う呼び出し
に関する詳細な情報も
確認できるようにしま
す。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 
の強化されたヘルスレ
ポートでは、特定され
た問題の重要度を測定
し、調査すべき潜在的
な原因を特定するため
のステータス記述子が
提供されます。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

ecs-container-insights-
enabled

モニタリング
は、Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
および AWS ソリュー
ションの信頼性、可
用性、パフォーマンス
を維持する上で重要な
部分です。Container 
Insights では、問題の迅
速な特定と解決に役立
つ、コンテナの再起動
失敗などの診断情報も
提供されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

1163

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

1166

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

REL-6 ワークロードのリソー
スをどのようにモニタ
リングするのですか。
ログやメトリクスは、
ワークロードの状態に
関するインサイトを得
るための強力なツール
です。ログやメトリク
スをモニタリングし、
しきい値を超えたと
きや、重要なイベント
が発生したときに通知
を送信するようにワー
クロードを設定するこ
とができます。モニタ
リングを行うことで、
パフォーマンス低下の
しきい値を超えたとき
や、障害が発生したと
きにワークロードで認
識され、自動的に回復
することができます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-7 需要の変化に対応する
ためには、どのよう
にワークロードを設
計すればよいですか。
スケーラブルなワーク
ロードでは、リソース
を自動的に追加または
削除することで、任意
の時点での需要により
合致できる伸縮性を得
られます。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

REL-7 需要の変化に対応する
ためには、どのよう
にワークロードを設
計すればよいですか。
スケーラブルなワーク
ロードでは、リソース
を自動的に追加または
削除することで、任意
の時点での需要により
合致できる伸縮性を得
られます。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-7 需要の変化に対応する
ためには、どのよう
にワークロードを設
計すればよいですか。
スケーラブルなワーク
ロードでは、リソース
を自動的に追加または
削除することで、任意
の時点での需要により
合致できる伸縮性を得
られます。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

REL-8 どのように変更を実装
するのですか。コント
ロールされた変更は、
新しい機能をデプロ
イするために必要です
が、ワークロードやオ
ペレーティング環境が
既知のソフトウェアを
実行し、予測可能な方
法でパッチや置き換え
を行うためにも必要で
す。これらの変更がコ
ントロールされていな
い場合、変更による影
響を予測したり、変更
によって発生する問題
に対応することが困難
になります。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-8 どのように変更を実装
するのですか。コント
ロールされた変更は、
新しい機能をデプロ
イするために必要です
が、ワークロードやオ
ペレーティング環境が
既知のソフトウェアを
実行し、予測可能な方
法でパッチや置き換え
を行うためにも必要で
す。これらの変更がコ
ントロールされていな
い場合、変更による影
響を予測したり、変更
によって発生する問題
に対応することが困難
になります。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

REL-8 どのように変更を実装
するのですか。コント
ロールされた変更は、
新しい機能をデプロ
イするために必要です
が、ワークロードやオ
ペレーティング環境が
既知のソフトウェアを
実行し、予測可能な方
法でパッチや置き換え
を行うためにも必要で
す。これらの変更がコ
ントロールされていな
い場合、変更による影
響を予測したり、変更
によって発生する問題
に対応することが困難
になります。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-8 どのように変更を実装
するのですか。コント
ロールされた変更は、
新しい機能をデプロ
イするために必要です
が、ワークロードやオ
ペレーティング環境が
既知のソフトウェアを
実行し、予測可能な方
法でパッチや置き換え
を行うためにも必要で
す。これらの変更がコ
ントロールされていな
い場合、変更による影
響を予測したり、変更
によって発生する問題
に対応することが困難
になります。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

REL-9 データのバックアップ
はどのように行うの
ですか。データ、アプ
リケーション、設定を
バックアップすると、
目標復旧時間 (RTO) や
目標復旧時点 (RPO) の
要件を満たすことがで
きます。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

REL-10 ワークロードを保護す
るための障害分離は
どのように使用するの
ですか。障害を分離し
た境界によって、ワー
クロード内の障害の影
響を限られた数のコン
ポーネントに限定でき
ます。境界の外部のコ
ンポーネントは、障害
の影響を受けません。
障害を分離した複数の
境界を使用して、ワー
クロードへの影響を
制限することができま
す。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-10 ワークロードを保護す
るための障害分離は
どのように使用するの
ですか。障害を分離し
た境界によって、ワー
クロード内の障害の影
響を限られた数のコン
ポーネントに限定でき
ます。境界の外部のコ
ンポーネントは、障害
の影響を受けません。
障害を分離した複数の
境界を使用して、ワー
クロードへの影響を
制限することができま
す。

clb-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) では、受信した
トラフィックがアベイ
ラビリティーゾーンの
複数のターゲット (EC2 
インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させま
す。高可用性を確保す
るには、ELB に複数
のアベイラビリティー
ゾーンのインスタンス
が登録されていること
を確認してください。

REL-10 ワークロードを保護す
るための障害分離は
どのように使用するの
ですか。障害を分離し
た境界によって、ワー
クロード内の障害の影
響を限られた数のコン
ポーネントに限定でき
ます。境界の外部のコ
ンポーネントは、障害
の影響を受けません。
障害を分離した複数の
境界を使用して、ワー
クロードへの影響を
制限することができま
す。

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) では、受信した
トラフィックがアベイ
ラビリティーゾーンの
複数のターゲット (EC2 
インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させま
す。高可用性を確保す
るには、ELB に複数
のアベイラビリティー
ゾーンのインスタンス
が登録されていること
を確認してください。

REL-10 ワークロードを保護す
るための障害分離は
どのように使用するの
ですか。障害を分離し
た境界によって、ワー
クロード内の障害の影
響を限られた数のコン
ポーネントに限定でき
ます。境界の外部のコ
ンポーネントは、障害
の影響を受けません。
障害を分離した複数の
境界を使用して、ワー
クロードへの影響を
制限することができま
す。

lambda-vpc-multi-az-
check

AWS Lambda 関数が
アカウントの仮想プ
ライベートクラウド 
(VPC) に接続するよう
に設定されている場合
は、AWS Lambda 関
数を少なくとも 2 つ
の異なるアベイラビリ
ティーゾーンにそれぞ
れデプロイし、1 つの
ゾーンでサービスの
中断が発生した場合で
も、他のゾーンでイベ
ントを確実に処理でき
るようにします。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「信頼
性の柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-10 ワークロードを保護す
るための障害分離は
どのように使用するの
ですか。障害を分離し
た境界によって、ワー
クロード内の障害の影
響を限られた数のコン
ポーネントに限定でき
ます。境界の外部のコ
ンポーネントは、障害
の影響を受けません。
障害を分離した複数の
境界を使用して、ワー
クロードへの影響を
制限することができま
す。

opensearch-data-node-
fault-tolerance

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) では、高可用
性と耐障害性のため
に少なくとも 3 つの
データノードが必要で
す。少なくとも 3 つ
のデータノードを持つ 
OpenSearch Service 
ドメインをデプロイす
ると、ノードに障害が
発生した場合のクラス
ターオペレーションが
確実になります。

REL-10 ワークロードを保護す
るための障害分離は
どのように使用するの
ですか。障害を分離し
た境界によって、ワー
クロード内の障害の影
響を限られた数のコン
ポーネントに限定でき
ます。境界の外部のコ
ンポーネントは、障害
の影響を受けません。
障害を分離した複数の
境界を使用して、ワー
クロードへの影響を
制限することができま
す。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

REL-10 ワークロードを保護す
るための障害分離は
どのように使用するの
ですか。障害を分離し
た境界によって、ワー
クロード内の障害の影
響を限られた数のコン
ポーネントに限定でき
ます。境界の外部のコ
ンポーネントは、障害
の影響を受けません。
障害を分離した複数の
境界を使用して、ワー
クロードへの影響を
制限することができま
す。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for AWS Well-Architected Reliability Pillar」で入
手できます。

AWS Well-Architected フレームワークの「セキュリ
ティの柱」に関する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドまたはカスタムの AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、またはコスト最適化のガバナンスチェックを作成できるよう
に設計された汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコン
フォーマンスパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されてい
ません。お客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについ
て、お客様自身で評価する責任を負います。

以下に、Amazon Web Services の Well-Architected フレームワーク「セキュリティの柱」と、AWS 
Config マネージドルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用
され、1 つ以上の設計の原則の柱に関連付けられます。A Well-Architected フレームワークのカテゴリを、
複数の Config ルールに関連付けることができます これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスに
ついては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-1 ワークロードを安全に
運用するにはどうす
ればよいですか。ワー

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
クロードを安全に運用
するためには、セキュ
リティのすべての領
域に包括的なベストプ
ラクティスを適用する
必要があります。「運
用上の優秀性」で定義
された要件とプロセス
を組織やワークロード
のレベルで作成し、あ
らゆる領域に適用しま
す。AWS や業界の推
奨事項と脅威インテリ
ジェンスを最新の状態
に保つことで、脅威モ
デルを進化させ、目標
を制御できます。セ
キュリティプロセス、
テスト、検証を自動化
することで、セキュリ
ティ運用を拡張できま
す。

カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

SEC-1 ワークロードを安全に
運用するにはどうす
ればよいですか。ワー
クロードを安全に運用
するためには、セキュ
リティのすべての領
域に包括的なベストプ
ラクティスを適用する
必要があります。「運
用上の優秀性」で定義
された要件とプロセス
を組織やワークロード
のレベルで作成し、あ
らゆる領域に適用しま
す。AWS や業界の推
奨事項と脅威インテリ
ジェンスを最新の状態
に保つことで、脅威モ
デルを進化させ、目標
を制御できます。セ
キュリティプロセス、
テスト、検証を自動化
することで、セキュリ
ティ運用を拡張できま
す。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-1 ワークロードを安全に
運用するにはどうす
ればよいですか。ワー
クロードを安全に運用
するためには、セキュ
リティのすべての領
域に包括的なベストプ
ラクティスを適用する
必要があります。「運
用上の優秀性」で定義
された要件とプロセス
を組織やワークロード
のレベルで作成し、あ
らゆる領域に適用しま
す。AWS や業界の推
奨事項と脅威インテリ
ジェンスを最新の状態
に保つことで、脅威モ
デルを進化させ、目標
を制御できます。セ
キュリティプロセス、
テスト、検証を自動化
することで、セキュリ
ティ運用を拡張できま
す。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

SEC-1 ワークロードを安全に
運用するにはどうす
ればよいですか。ワー
クロードを安全に運用
するためには、セキュ
リティのすべての領
域に包括的なベストプ
ラクティスを適用する
必要があります。「運
用上の優秀性」で定義
された要件とプロセス
を組織やワークロード
のレベルで作成し、あ
らゆる領域に適用しま
す。AWS や業界の推
奨事項と脅威インテリ
ジェンスを最新の状態
に保つことで、脅威モ
デルを進化させ、目標
を制御できます。セ
キュリティプロセス、
テスト、検証を自動化
することで、セキュリ
ティ運用を拡張できま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-1 ワークロードを安全に
運用するにはどうす
ればよいですか。ワー
クロードを安全に運用
するためには、セキュ
リティのすべての領
域に包括的なベストプ
ラクティスを適用する
必要があります。「運
用上の優秀性」で定義
された要件とプロセス
を組織やワークロード
のレベルで作成し、あ
らゆる領域に適用しま
す。AWS や業界の推
奨事項と脅威インテリ
ジェンスを最新の状態
に保つことで、脅威モ
デルを進化させ、目標
を制御できます。セ
キュリティプロセス、
テスト、検証を自動化
することで、セキュリ
ティ運用を拡張できま
す。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

SEC-1 ワークロードを安全に
運用するにはどうす
ればよいですか。ワー
クロードを安全に運用
するためには、セキュ
リティのすべての領
域に包括的なベストプ
ラクティスを適用する
必要があります。「運
用上の優秀性」で定義
された要件とプロセス
を組織やワークロード
のレベルで作成し、あ
らゆる領域に適用しま
す。AWS や業界の推
奨事項と脅威インテリ
ジェンスを最新の状態
に保つことで、脅威モ
デルを進化させ、目標
を制御できます。セ
キュリティプロセス、
テスト、検証を自動化
することで、セキュリ
ティ運用を拡張できま
す。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-1 ワークロードを安全に
運用するにはどうす
ればよいですか。ワー
クロードを安全に運用
するためには、セキュ
リティのすべての領
域に包括的なベストプ
ラクティスを適用する
必要があります。「運
用上の優秀性」で定義
された要件とプロセス
を組織やワークロード
のレベルで作成し、あ
らゆる領域に適用しま
す。AWS や業界の推
奨事項と脅威インテリ
ジェンスを最新の状態
に保つことで、脅威モ
デルを進化させ、目標
を制御できます。セ
キュリティプロセス、
テスト、検証を自動化
することで、セキュリ
ティ運用を拡張できま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

SEC-1 ワークロードを安全に
運用するにはどうす
ればよいですか。ワー
クロードを安全に運用
するためには、セキュ
リティのすべての領
域に包括的なベストプ
ラクティスを適用する
必要があります。「運
用上の優秀性」で定義
された要件とプロセス
を組織やワークロード
のレベルで作成し、あ
らゆる領域に適用しま
す。AWS や業界の推
奨事項と脅威インテリ
ジェンスを最新の状態
に保つことで、脅威モ
デルを進化させ、目標
を制御できます。セ
キュリティプロセス、
テスト、検証を自動化
することで、セキュリ
ティ運用を拡張できま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-1 ワークロードを安全に
運用するにはどうす
ればよいですか。ワー
クロードを安全に運用
するためには、セキュ
リティのすべての領
域に包括的なベストプ
ラクティスを適用する
必要があります。「運
用上の優秀性」で定義
された要件とプロセス
を組織やワークロード
のレベルで作成し、あ
らゆる領域に適用しま
す。AWS や業界の推
奨事項と脅威インテリ
ジェンスを最新の状態
に保つことで、脅威モ
デルを進化させ、目標
を制御できます。セ
キュリティプロセス、
テスト、検証を自動化
することで、セキュリ
ティ運用を拡張できま
す。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

SEC-1 ワークロードを安全に
運用するにはどうす
ればよいですか。ワー
クロードを安全に運用
するためには、セキュ
リティのすべての領
域に包括的なベストプ
ラクティスを適用する
必要があります。「運
用上の優秀性」で定義
された要件とプロセス
を組織やワークロード
のレベルで作成し、あ
らゆる領域に適用しま
す。AWS や業界の推
奨事項と脅威インテリ
ジェンスを最新の状態
に保つことで、脅威モ
デルを進化させ、目標
を制御できます。セ
キュリティプロセス、
テスト、検証を自動化
することで、セキュリ
ティ運用を拡張できま
す。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

1200

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

secretsmanager-secret-
periodic-rotation

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレッ
トで定期的なローテー
ションが有効にされ
ます。シークレットを
定期的にローテーショ
ンすることで、シーク
レットがアクティブに
なる期間が短縮され、
シークレットが侵害
された場合のビジネス
への影響が軽減される
可能性があります。デ
フォルト値は 90 日で
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

secretsmanager-secret-
unused

AWS Secrets Manager 
に未使用の認証情報が
存在する場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、unusedForDays 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-2 人やマシンの ID はど
のように管理するの
ですか。安全な AWS 
ワークロードの運用へ
のアプローチでは、管
理が必要な 2 つのタイ
プの ID があります。
管理とアクセス権の付
与が必要な ID のタイ
プを理解すると、適切
な ID に、適切な条件
下で適切なリソースに
アクセスさせることが
できます。人の ID: 管
理者、デベロッパー、
オペレーター、エンド
ユーザーには、AWS 
環境とアプリケーショ
ンにアクセスするため
の ID が必要です。これ
らは、組織のメンバー
やコラボレーションす
る外部のユーザーであ
り、ウェブブラウザ、
クライアントアプリ
ケーション、またはイ
ンタラクティブなコマ
ンドラインツールを介
して AWS リソースと
やり取りします。マシ
ン ID: サービスアプリ
ケーション、オペレー
ションツール、ワーク
ロードには、AWS の
サービスにリクエスト
を送信するための ID 
が必要です (データの
読み取りなど)。これ
らの ID には、Amazon 
EC2 インスタンスや 
AWS Lambda 関数など
の AWS 環境で実行中の
マシンが含まれます。
また、アクセスを必要
とする外部の関係者の
マシン ID を管理する
こともできます。さら
に、AWS 環境へのアク
セスを必要とする AWS 
外部のマシンが含まれ
る場合もあります。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

ecs-containers-
nonprivileged

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) タスク定
義では拡張された特権
を有効にしないでくだ
さい。このパラメータ
が true のとき、コンテ
ナには、ホストコンテ
ナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス
権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管理
するのですか。ワーク
ロードの各コンポーネ
ントやリソースには、
管理者、エンドユー
ザー、またはその他の
コンポーネントによる
アクセスが必要です。
各コンポーネントへ
のアクセス権のある人
とマシンを明確に定義
し、適切な ID のタイプ
と、認証および認可の
方法を選択します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。組
織内のすべての ID へ
のアクセスを制限する
共通コントロールを確
立します。例えば、特
定の AWS リージョン
へのアクセスを制限し
たり、中央のセキュリ
ティチームで使用され
る IAM ロールのような
共通リソースを、オペ
レーターが削除できな
いようにしたりできま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

1218

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

secretsmanager-secret-
unused

AWS Secrets Manager 
に未使用の認証情報が
存在する場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、unusedForDays 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-3 人とマシンのアクセス
許可をどのように管
理するのですか。パ
ブリックおよびクロス
アカウントアクセスに
焦点を当てた結果を継
続的にモニタリングし
ます。このタイプのア
クセスを必要とするリ
ソースのみへのパブ
リックおよびクロスア
カウントアクセスを減
らします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SEC-4 セキュリティイベント
をどのように検出し
て調査するのですか。
ログとメトリクスから
イベントをキャプチャ
して分析し、可視性を
得ることができます。
ワークロードを保護す
るため、セキュリティ
イベントと潜在的な脅
威に対するアクション
を実行します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

ec2-instance-multiple-
eni-check

このルールは、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスに複数の ENI があ
るかどうかを確認しま
す。複数の ENI が存在
すると、デュアルホー
ムインスタンス (複数の
サブネットを持つイン
スタンス) を引き起こす
可能性があります。こ
れにより、ネットワー
クセキュリティの複雑
性が増し、意図しない
ネットワークパスとア
クセスが導入する可能
性があります。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SEC-5 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

waf-regional-rule-not-
empty

AWS WAF に空でない
ルールがあることを確
認します。条件のない
ルールは、意図しない
動作を引き起こす可能
性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

waf-regional-rulegroup-
not-empty

AWS WAF に空でない
ルールグループがある
ことを確認します。空
のルールグループは、
意図しない動作を引き
起こす可能性がありま
す。

SEC-5 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

waf-regional-webacl-not-
empty

AWS WAF にアタッチ
されたウェブ ACL に
は、ウェブリクエス
トを検査および制御す
る、ルールおよびルー
ルグループのコレク
ションを含めることが
できます。ウェブ ACL 
が空の場合、ウェブト
ラフィックは、WAF に
よる検出または処理な
しに通過します。

SEC-5 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SEC-5 ネットワークリソース
はどのように保護す
るのですか。インター
ネットでもプライベー
トネットワークでも、
何らかの形でネット
ワークに接続している
ワークロードには、外
部や内部のネットワー
クベースの脅威から保
護するための複数の防
御層が必要です。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ecs-container-insights-
enabled

モニタリング
は、Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
および AWS ソリュー
ションの信頼性、可
用性、パフォーマンス
を維持する上で重要な
部分です。Container 
Insights では、問題の迅
速な特定と解決に役立
つ、コンテナの再起動
失敗などの診断情報も
提供されます。

1247

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-container-insights-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-container-insights-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ecs-fargate-latest-
platform-version

セキュリティの更新
やパッチは、AWS 
Fargate のタスクに自
動的にデプロイされま
す。AWS Fargate の
プラットフォームバー
ジョンに影響を与え
るセキュリティ上の
問題が見つかった場
合、AWS はそのプラッ
トフォームバージョン
にパッチを適用しま
す。AWS Fargate を実
行する Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
タスクのパッチ管理を
支援するには、サービ
スのスタンドアロンタ
スクを更新して最新の
プラットフォームバー
ジョンを使用します。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ec2-instance-multiple-
eni-check

このルールは、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスに複数の ENI があ
るかどうかを確認しま
す。複数の ENI が存在
すると、デュアルホー
ムインスタンス (複数の
サブネットを持つイン
スタンス) を引き起こす
可能性があります。こ
れにより、ネットワー
クセキュリティの複雑
性が増し、意図しない
ネットワークパスとア
クセスが導入する可能
性があります。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

1249

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-multiple-eni-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-multiple-eni-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

1250

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ec2-security-group-
attached-to-eni-periodic

このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスまたは ENI にセ
キュリティグループが
アタッチされるように
なります。このルール
は、インベントリ内の
未使用のセキュリティ
グループのモニタリン
グと環境の管理に役立
ちます。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SEC-6 コンピューティングリ
ソースはどのように
保護するのですか。
ワークロード内のコン
ピューティングリソー
スは、外部や内部の
ネットワークベースの
脅威から保護するため
の複数の防御層を必要
とします。コンピュー
ティングリソースに
は、EC2 インスタン
ス、コンテナ、AWS 
Lambda 関数、データ
ベースサービス、IoT 
デバイスなどがありま
す。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

codebuild-project-s3-
logs-encrypted

機密性のある保管中
のデータを保護するた
め、Amazon S3 に保存
された AWS CodeBuild 
ログで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SEC-8 保管中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装することで
保管中のデータを保護
し、不正アクセスや誤
操作のリスクを軽減し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
AWS Well-Architected フレームワークの「セキュ

リティの柱」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
BCP と DR に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SEC-9 転送中のデータはどの
ように保護するのです
か。複数のコントロー
ルを実装して転送中の
データを保護すること
で、不正アクセスや損
失のリスクを軽減しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for AWS Well-Architected Security Pillar」で入手
できます。

BCP と DR に関する運用上のベストプラクティス
このパックには、AWS の BCP と DR に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマ
ンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設
定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルー
ルについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for BCP and DR」で入手できます。

BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティ
ス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、マレーシア国立銀行 (BNM) の「Risk Management in Technology (RMiT)」と、AWS マネージド 
Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ
以上の BNM の「RMiT」によるコントロールに関連付けられます。BNM の「RMiT」によるコントロール
を、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダン
スについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-AWS-Well-Architected-Security-Pillar.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-BCP-and-DR.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

1270

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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10.18 金融機関は、情報の機
密性、完全性、認証、
承認、および否認防
止を保護するため、使
用されるテクノロジー
に関連する暗号化制御
について、適切な注意
を払って評価する必要
があります。金融機関
が独自の暗号化キーを
生成していない場合、
その金融機関は、暗号
化キーを管理するため
の堅牢なコントロール
とプロセスが実施され
ていることを確認する
ための適切な措置を講
じるものとします。第
三者の評価に依存する
必要がある場合は、そ
の依存が金融機関のリ
スク選好と許容範囲に
合致するかどうかを検
討するものとします。
また、暗号化制御を
サポートするために必
要なシステムリソース
や、暗号化されたデー
タのネットワークトラ
フィックの可視性が低
下するリスクについて
も、十分に考慮する必
要があります。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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10.2 金融機関は、リスクの
レベルに応じて、認
証機関によって発行
された証明書に暗号化
のパブリックキーを保
存するものとします。
これらの顧客に関連す
る証明書は、認定を受
けた認証機関によって
発行されるものとしま
す。金融機関は、ユー
ザー証明書に対応する
暗号化のプライベート
キーの使用が法的拘束
力を持ち、議論の余地
がないことを保証する
ために、それらの証明
書を使用する認証およ
び署名プロトコルの実
装が、強力な保護の対
象となっていることを
確認する必要がありま
す。このような証明書
の最初の発行とその後
の更新は、業界のベス
トプラクティスおよび
適用される法律上/規制
上の仕様に合致するも
のでなければなりませ
ん。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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10.2 金融機関は、リスクの
レベルに応じて、認
証機関によって発行
された証明書に暗号化
のパブリックキーを保
存するものとします。
これらの顧客に関連す
る証明書は、認定を受
けた認証機関によって
発行されるものとしま
す。金融機関は、ユー
ザー証明書に対応する
暗号化のプライベート
キーの使用が法的拘束
力を持ち、議論の余地
がないことを保証する
ために、それらの証明
書を使用する認証およ
び署名プロトコルの実
装が、強力な保護の対
象となっていることを
確認する必要がありま
す。このような証明書
の最初の発行とその後
の更新は、業界のベス
トプラクティスおよび
適用される法律上/規制
上の仕様に合致するも
のでなければなりませ
ん。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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10.2 金融機関は、リスクの
レベルに応じて、認
証機関によって発行
された証明書に暗号化
のパブリックキーを保
存するものとします。
これらの顧客に関連す
る証明書は、認定を受
けた認証機関によって
発行されるものとしま
す。金融機関は、ユー
ザー証明書に対応する
暗号化のプライベート
キーの使用が法的拘束
力を持ち、議論の余地
がないことを保証する
ために、それらの証明
書を使用する認証およ
び署名プロトコルの実
装が、強力な保護の対
象となっていることを
確認する必要がありま
す。このような証明書
の最初の発行とその後
の更新は、業界のベス
トプラクティスおよび
適用される法律上/規制
上の仕様に合致するも
のでなければなりませ
ん。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

cloudwatch-alarm-
resource-check

このルールを有効に
して、指定されたリ
ソースタイプで、指定
されたメトリクスの 
Amazon CloudWatch 
アラームが作成され
ているかどうかを確
認します。リソース
タイプには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボ
リューム、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンス、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
クラスタ、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トを指定することが可
能です。CloudWatch 
アラームを使用して、
イベント検出情報を
適切な担当者に伝達
します。このルール
では、resourceType 
(AWS::EC2::Instance な
ど) および metricName 
(CPUUtilization など) の
パラメータを設定する
必要があります。

10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

1298

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-resource-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-resource-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

1300

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。
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10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。
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10.27 金融機関は、主要なプ
ロセスとサービスに
おける容量の使用率と
パフォーマンスを追跡
するための、リアルタ
イムのモニタリングメ
カニズムを確立する必
要があります。これら
のモニタリングメカニ
ズムは、管理者にタイ
ムリーかつ実用的なア
ラートを提供できるも
のでなければなりませ
ん。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.34 金融機関は、潜在的な
ネットワーク障害や
サイバー脅威から重要
なシステムを保護する
ために、重要なシステ
ム向けのネットワーク
サービスの信頼性を確
保し、SPOF が存在し
ないことを確認する必
要があります。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

10.34 金融機関は、潜在的な
ネットワーク障害や
サイバー脅威から重要
なシステムを保護する
ために、重要なシステ
ム向けのネットワーク
サービスの信頼性を確
保し、SPOF が存在し
ないことを確認する必
要があります。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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10.35 金融機関は、ネット
ワーク帯域幅のリアル
タイムのモニタリング
プロセスと、対応する
ネットワークサービス
の回復性のメトリクス
を確立し、帯域幅の過
剰な使用率、帯域幅の
輻輳、ネットワーク障
害によるシステムの中
断にフラグを付けられ
るようにする必要があ
ります。これには、傾
向や異常を検出するた
めのトラフィック分析
が含まれます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

10.35 金融機関は、ネット
ワーク帯域幅のリアル
タイムのモニタリング
プロセスと、対応する
ネットワークサービス
の回復性のメトリクス
を確立し、帯域幅の過
剰な使用率、帯域幅の
輻輳、ネットワーク障
害によるシステムの中
断にフラグを付けられ
るようにする必要があ
ります。これには、傾
向や異常を検出するた
めのトラフィック分析
が含まれます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.35 金融機関は、ネット
ワーク帯域幅のリアル
タイムのモニタリング
プロセスと、対応する
ネットワークサービス
の回復性のメトリクス
を確立し、帯域幅の過
剰な使用率、帯域幅の
輻輳、ネットワーク障
害によるシステムの中
断にフラグを付けられ
るようにする必要があ
ります。これには、傾
向や異常を検出するた
めのトラフィック分析
が含まれます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

10.35 金融機関は、ネット
ワーク帯域幅のリアル
タイムのモニタリング
プロセスと、対応する
ネットワークサービス
の回復性のメトリクス
を確立し、帯域幅の過
剰な使用率、帯域幅の
輻輳、ネットワーク障
害によるシステムの中
断にフラグを付けられ
るようにする必要があ
ります。これには、傾
向や異常を検出するた
めのトラフィック分析
が含まれます。

api-gw-xray-enabled AWS X-Ray は、アプ
リケーションで処理
するリクエストに関す
るデータを収集する
とともに、データの表
示、フィルタリング、
インサイトによって問
題や機会を特定して最
適化するために使用で
きるツールを提供しま
す。X-Ray を有効にし
て、リクエストとレス
ポンスに関する情報だ
けではなく、ダウンス
トリーム AWS リソー
ス、マイクロサービ
ス、データベース、お
よび HTTP ウェブ API 
に対してアプリケー
ションが行う呼び出し
に関する詳細な情報も
確認できるようにしま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.36 金融機関は、重要なシ
ステムをサポートする
ネットワークサービス
が、データの機密性、
整合性、可用性を確保
するように設計および
実装されていることを
確認する必要がありま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

10.36 金融機関は、重要なシ
ステムをサポートする
ネットワークサービス
が、データの機密性、
整合性、可用性を確保
するように設計および
実装されていることを
確認する必要がありま
す。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

10.36 金融機関は、重要なシ
ステムをサポートする
ネットワークサービス
が、データの機密性、
整合性、可用性を確保
するように設計および
実装されていることを
確認する必要がありま
す。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

10.36 金融機関は、重要なシ
ステムをサポートする
ネットワークサービス
が、データの機密性、
整合性、可用性を確保
するように設計および
実装されていることを
確認する必要がありま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.36 金融機関は、重要なシ
ステムをサポートする
ネットワークサービス
が、データの機密性、
整合性、可用性を確保
するように設計および
実装されていることを
確認する必要がありま
す。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

10.36 金融機関は、重要なシ
ステムをサポートする
ネットワークサービス
が、データの機密性、
整合性、可用性を確保
するように設計および
実装されていることを
確認する必要がありま
す。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

10.36 金融機関は、重要なシ
ステムをサポートする
ネットワークサービス
が、データの機密性、
整合性、可用性を確保
するように設計および
実装されていることを
確認する必要がありま
す。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

10.36 金融機関は、重要なシ
ステムをサポートする
ネットワークサービス
が、データの機密性、
整合性、可用性を確保
するように設計および
実装されていることを
確認する必要がありま
す。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.38 金融機関は、調査と法
律上の目的で、関連す
る十分なネットワーク
デバイスログを、少な
くとも 3 年間、保持す
る必要があります。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

1310

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

1311

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

1344

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.53 金融機関がクラウド
サービスを利用する際
は、不正な開示やアク
セスから保護するため
に、顧客や取引先の情
報や所有権のあるデー
タに対して適切な保
護措置を講じる必要が
あります。これには、
クラウド上でホストさ
れている顧客や取引先
の情報、所有権のある
データやサービスに関
連するすべてのデータ
の所有権、コントロー
ル、管理の保持を含む
ものとし、関連する暗
号化キーの管理も含ま
れるものとします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.54 金融機関は、ユーザー 
(サードパーティーの
サービスプロバイダー
などの内部と外部の
ユーザー) の識別、認
証、承認のための適切
なアクセスコントロー
ルポリシーを実装する
必要があります。これ
は、テクノロジーやシ
ステムへの不正アクセ
スのリスクレベルに見
合っており、アクセス
コントロールに論理的
かつ物理的なテクノロ
ジーで対応するもので
なければなりません

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

10.55 (b) 10.54 項を遵守するにあ
たり、金融機関はアク
セスコントロールポリ
シーにおいて、以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで、正当なユー
ザに、そのロールを実
行するための必要最低
限の権限のみを付与す
る。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.55 (b) 10.54 項を遵守するにあ
たり、金融機関はアク
セスコントロールポリ
シーにおいて、以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで、正当なユー
ザに、そのロールを実
行するための必要最低
限の権限のみを付与す
る。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

10.55 (b) 10.54 項を遵守するにあ
たり、金融機関はアク
セスコントロールポリ
シーにおいて、以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで、正当なユー
ザに、そのロールを実
行するための必要最低
限の権限のみを付与す
る。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

10.55 (b) 10.54 項を遵守するにあ
たり、金融機関はアク
セスコントロールポリ
シーにおいて、以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで、正当なユー
ザに、そのロールを実
行するための必要最低
限の権限のみを付与す
る。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.55 (b) 10.54 項を遵守するにあ
たり、金融機関はアク
セスコントロールポリ
シーにおいて、以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで、正当なユー
ザに、そのロールを実
行するための必要最低
限の権限のみを付与す
る。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

10.55 (b) 10.54 項を遵守するにあ
たり、金融機関はアク
セスコントロールポリ
シーにおいて、以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで、正当なユー
ザに、そのロールを実
行するための必要最低
限の権限のみを付与す
る。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.55 (b) 10.54 項を遵守するにあ
たり、金融機関はアク
セスコントロールポリ
シーにおいて、以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで、正当なユー
ザに、そのロールを実
行するための必要最低
限の権限のみを付与す
る。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.55 (b) 10.54 項を遵守するにあ
たり、金融機関はアク
セスコントロールポリ
シーにおいて、以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで、正当なユー
ザに、そのロールを実
行するための必要最低
限の権限のみを付与す
る。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

10.55 (b) 10.54 項を遵守するにあ
たり、金融機関はアク
セスコントロールポリ
シーにおいて、以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで、正当なユー
ザに、そのロールを実
行するための必要最低
限の権限のみを付与す
る。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.55 (b) 10.54 項を遵守するにあ
たり、金融機関はアク
セスコントロールポリ
シーにおいて、以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで、正当なユー
ザに、そのロールを実
行するための必要最低
限の権限のみを付与す
る。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

10.55 (b)(h)(i) 10.54 項を遵守するに
あたり、金融機関はア
クセスコントロールポ
リシーにおいて以下の
原則を考慮する必要が
あります。(b) 「最小特
権」のアクセス権限を
採用するか、「需要」
ベースで最小限のアク
セス許可のみを使用す
る。(h) 複数のユーザ間
でのユーザ ID およびパ
スワードの共有を制限
および管理する。(i) よ
り個人を特定しやすい 
ID を優先し、一般的な
ユーザー ID の命名規則
の使用を管理する。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.55 (c)(f) 10.54 項を遵守するに
あたり、金融機関はア
クセスコントロールポ
リシーにおいて以下の
原則を考慮する必要が
あります。(c) サービス
プロバイダーに付与さ
れたアクセス権限を含
む、特定の期間にアク
セスを制限する期限付
きのアクセス権現を採
用する。(f) リモートア
クセスを含む重要なア
クティビティに対し、
より強力な認証を採用
する。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.55 (f)(h) 10.54 項を遵守するに
あたり、金融機関はア
クセスコントロールポ
リシーにおいて以下の
原則を考慮する必要が
あります。(f) リモー
トアクセスを含む重要
なアクティビティに対
する、より強力な認証
を採用する。(h) 複数
のユーザー間でのユー
ザー ID とパスワードの
共有を制限および制御
する。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

10.55 (f)(h) 10.54 項を遵守するに
あたり、金融機関はア
クセスコントロールポ
リシーにおいて以下の
原則を考慮する必要が
あります。(f) リモー
トアクセスを含む重要
なアクティビティに対
する、より強力な認証
を採用する。(h) 複数
のユーザー間でのユー
ザー ID とパスワードの
共有を制限および制御
する。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

10.55 (f)(h) 10.54 項を遵守するに
あたり、金融機関はア
クセスコントロールポ
リシーにおいて以下の
原則を考慮する必要が
あります。(f) リモー
トアクセスを含む重要
なアクティビティに対
する、より強力な認証
を採用する。(h) 複数
のユーザー間でのユー
ザー ID とパスワードの
共有を制限および制御
する。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.55 (f)(h) 10.54 項を遵守するに
あたり、金融機関はア
クセスコントロールポ
リシーにおいて以下の
原則を考慮する必要が
あります。(f) リモー
トアクセスを含む重要
なアクティビティに対
する、より強力な認証
を採用する。(h) 複数
のユーザー間でのユー
ザー ID とパスワードの
共有を制限および制御
する。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

10.56 金融機関は、使用中の 
ID の信頼性を確保する
ため、堅牢な認証プロ
セスを採用する必要が
あります。認証メカニ
ズムには、機能の重要
性に応じて、ユーザー
が記憶するもの (パス
ワードや PIN など)、
ユーザーが所有するも
の (スマートカードやセ
キュリティデバイスな
ど)、ユーザー自身 (指
紋や網膜パターンなど
のバイオメトリクス特
性など) といった 3 つの
基本的な認証要素のう
ち、少なくとも 1 つ以
上を採用するものとし
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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10.56 金融機関は、使用中の 
ID の信頼性を確保する
ため、堅牢な認証プロ
セスを採用する必要が
あります。認証メカニ
ズムには、機能の重要
性に応じて、ユーザー
が記憶するもの (パス
ワードや PIN など)、
ユーザーが所有するも
の (スマートカードやセ
キュリティデバイスな
ど)、ユーザー自身 (指
紋や網膜パターンなど
のバイオメトリクス特
性など) といった 3 つの
基本的な認証要素のう
ち、少なくとも 1 つ以
上を採用するものとし
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

10.56 金融機関は、使用中の 
ID の信頼性を確保する
ため、堅牢な認証プロ
セスを採用する必要が
あります。認証メカニ
ズムには、機能の重要
性に応じて、ユーザー
が記憶するもの (パス
ワードや PIN など)、
ユーザーが所有するも
の (スマートカードやセ
キュリティデバイスな
ど)、ユーザー自身 (指
紋や網膜パターンなど
のバイオメトリクス特
性など) といった 3 つの
基本的な認証要素のう
ち、少なくとも 1 つ以
上を採用するものとし
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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10.56 金融機関は、使用中の 
ID の信頼性を確保する
ため、堅牢な認証プロ
セスを採用する必要が
あります。認証メカニ
ズムには、機能の重要
性に応じて、ユーザー
が記憶するもの (パス
ワードや PIN など)、
ユーザーが所有するも
の (スマートカードやセ
キュリティデバイスな
ど)、ユーザー自身 (指
紋や網膜パターンなど
のバイオメトリクス特
性など) といった 3 つの
基本的な認証要素のう
ち、少なくとも 1 つ以
上を採用するものとし
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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10.57 金融機関は、進化する
攻撃に対する回復性
を強化するために、
パスワードの使用方法
を定期的に見直し、改
変するものとします。
これには、効果的で安
全なパスワードの生成
が含まれます。作成し
たパスワードの強度を
チェックするために
は、適切な管理を行う
必要があります。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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10.58 複数の要素を使用する
認証方法は、一般的
に、単一の要素を使
用するシステムよりも
侵害されにくくなりま
す。このことから、金
融機関では (特に、高リ
スクのシステムや「シ
ングルサインオン」を
使用するシステムにお
いて)、より信頼性が高
く、より強力な不正の
抑止力となる多要素認
証 (MFA) を適切に設計
し、実装することが推
奨されます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

10.58 複数の要素を使用する
認証方法は、一般的
に、単一の要素を使
用するシステムよりも
侵害されにくくなりま
す。このことから、金
融機関では (特に、高リ
スクのシステムや「シ
ングルサインオン」を
使用するシステムにお
いて)、より信頼性が高
く、より強力な不正の
抑止力となる多要素認
証 (MFA) を適切に設計
し、実装することが推
奨されます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

10.58 複数の要素を使用する
認証方法は、一般的
に、単一の要素を使
用するシステムよりも
侵害されにくくなりま
す。このことから、金
融機関では (特に、高リ
スクのシステムや「シ
ングルサインオン」を
使用するシステムにお
いて)、より信頼性が高
く、より強力な不正の
抑止力となる多要素認
証 (MFA) を適切に設計
し、実装することが推
奨されます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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10.58 複数の要素を使用する
認証方法は、一般的
に、単一の要素を使
用するシステムよりも
侵害されにくくなりま
す。このことから、金
融機関では (特に、高リ
スクのシステムや「シ
ングルサインオン」を
使用するシステムにお
いて)、より信頼性が高
く、より強力な不正の
抑止力となる多要素認
証 (MFA) を適切に設計
し、実装することが推
奨されます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

10.61 金融機関は、以下のこ
とを確認する必要があ
ります。(a) 企業全体
のシステムへのアクセ
スコントロールが効果
的に管理および監視さ
れている。(b) 重要なシ
ステムでのユーザーア
クティビティが、監査
と調査のためにログに
記録されている。アク
ティビティログは最低 
3 年間保存し、定期的か
つタイムリーに確認す
る必要があります。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.62 10.61 項の要件を満たす
上で、大規模な金融機
関では以下のことを行
う必要があります。(a) 
企業全体のシステムへ
のユーザーアクセスを
効果的に管理およびモ
ニタリングするための 
ID のアクセス管理シス
テムをデプロイする。
(b) 自動監査ツールをデ
プロイし、あらゆる異
常にフラグを付ける。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.62 10.61 項の要件を満たす
上で、大規模な金融機
関では以下のことを行
う必要があります。(a) 
企業全体のシステムへ
のユーザーアクセスを
効果的に管理およびモ
ニタリングするための 
ID のアクセス管理シス
テムをデプロイする。
(b) 自動監査ツールをデ
プロイし、あらゆる異
常にフラグを付ける。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

10.62 10.61 項の要件を満たす
上で、大規模な金融機
関では以下のことを行
う必要があります。(a) 
企業全体のシステムへ
のユーザーアクセスを
効果的に管理およびモ
ニタリングするための 
ID のアクセス管理シス
テムをデプロイする。
(b) 自動監査ツールをデ
プロイし、あらゆる異
常にフラグを付ける。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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10.63 金融機関は、重要なシ
ステムが、セキュリ
ティの脆弱性が明らか
になっている古いシス
テムや、サポートの終
了した (EOL) テクノロ
ジーを使用したシステ
ム上で稼働していない
ことを確認する必要が
あります。その際、金
融機関は特定された機
能に対して、明確に責
任を割り当てる必要が
あります。(a) 最新の
パッチリリースをタイ
ムリーかつ継続的にモ
ニタリングおよび実装
します。(b) さらなる是
正措置を実行するため
に、EOL に近づいてい
る重要なテクノロジー
を使用するシステムを
特定します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

10.63 金融機関は、重要なシ
ステムが、セキュリ
ティの脆弱性が明らか
になっている古いシス
テムや、サポートの終
了した (EOL) テクノロ
ジーを使用したシステ
ム上で稼働していない
ことを確認する必要が
あります。その際、金
融機関は特定された機
能に対して、明確に責
任を割り当てる必要が
あります。(a) 最新の
パッチリリースをタイ
ムリーかつ継続的にモ
ニタリングおよび実装
します。(b) さらなる是
正措置を実行するため
に、EOL に近づいてい
る重要なテクノロジー
を使用するシステムを
特定します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.63 金融機関は、重要なシ
ステムが、セキュリ
ティの脆弱性が明らか
になっている古いシス
テムや、サポートの終
了した (EOL) テクノロ
ジーを使用したシステ
ム上で稼働していない
ことを確認する必要が
あります。その際、金
融機関は特定された機
能に対して、明確に責
任を割り当てる必要が
あります。(a) 最新の
パッチリリースをタイ
ムリーかつ継続的にモ
ニタリングおよび実装
します。(b) さらなる是
正措置を実行するため
に、EOL に近づいてい
る重要なテクノロジー
を使用するシステムを
特定します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

10.63 金融機関は、重要なシ
ステムが、セキュリ
ティの脆弱性が明らか
になっている古いシス
テムや、サポートの終
了した (EOL) テクノロ
ジーを使用したシステ
ム上で稼働していない
ことを確認する必要が
あります。その際、金
融機関は特定された機
能に対して、明確に責
任を割り当てる必要が
あります。(a) 最新の
パッチリリースをタイ
ムリーかつ継続的にモ
ニタリングおよび実装
します。(b) さらなる是
正措置を実行するため
に、EOL に近づいてい
る重要なテクノロジー
を使用するシステムを
特定します。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.63 金融機関は、重要なシ
ステムが、セキュリ
ティの脆弱性が明らか
になっている古いシス
テムや、サポートの終
了した (EOL) テクノロ
ジーを使用したシステ
ム上で稼働していない
ことを確認する必要が
あります。その際、金
融機関は特定された機
能に対して、明確に責
任を割り当てる必要が
あります。(a) 最新の
パッチリリースをタイ
ムリーかつ継続的にモ
ニタリングおよび実装
します。(b) さらなる是
正措置を実行するため
に、EOL に近づいてい
る重要なテクノロジー
を使用するシステムを
特定します。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

1385

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

1389

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (a) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実装する必要がありま
す。(a) 顧客および取引
先の情報と、トランザ
クションの機密性およ
び完全性

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

10.66 (b) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(b) チャネルやデバ
イスを通じて、サービ
スの中断を最小限に抑
えて提供されるサービ
スの信頼性

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

10.66 (b) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(b) チャネルやデバ
イスを通じて、サービ
スの中断を最小限に抑
えて提供されるサービ
スの信頼性

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (b) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(b) チャネルやデバ
イスを通じて、サービ
スの中断を最小限に抑
えて提供されるサービ
スの信頼性

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (b) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(b) チャネルやデバ
イスを通じて、サービ
スの中断を最小限に抑
えて提供されるサービ
スの信頼性

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

10.66 (b) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(b) チャネルやデバ
イスを通じて、サービ
スの中断を最小限に抑
えて提供されるサービ
スの信頼性

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

10.66 (b) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(b) チャネルやデバ
イスを通じて、サービ
スの中断を最小限に抑
えて提供されるサービ
スの信頼性

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

1393

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (b) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(b) チャネルやデバ
イスを通じて、サービ
スの中断を最小限に抑
えて提供されるサービ
スの信頼性

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

1399

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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10.66 (d) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(d) 十分な監査証
跡と異常なトランザク
ションのモニタリング

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

10.66 (e) 金融機関は、デジタル
サービスを提供する
際、以下のことを保
証する堅牢なテクノ
ロジーによるセキュ
リティコントロールを
実施する必要がありま
す。(e) インシデントや
サービス中断の前にリ
カバリポイントを特定
して復旧させる機能

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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11.7 金融機関は、テクノロ
ジーインフラストラク
チャの異常なアクティ
ビティを継続的かつプ
ロアクティブにモニタ
リングし、タイムリー
に検出するための効果
的なツールをデプロイ
する必要があります。
モニタリングの範囲
は、サポートするイン
フラストラクチャを含
むあらゆる重要なシス
テムをカバーする必要
があります。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

11.7 金融機関は、テクノロ
ジーインフラストラク
チャの異常なアクティ
ビティを継続的かつプ
ロアクティブにモニタ
リングし、タイムリー
に検出するための効果
的なツールをデプロイ
する必要があります。
モニタリングの範囲
は、サポートするイン
フラストラクチャを含
むあらゆる重要なシス
テムをカバーする必要
があります。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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11.7 (c)(f) SOC は、以下の機能を
実行可能である必要が
あります。(c) 脆弱性
管理。(f) 脅威インテリ
ジェンスの分析と運用
を含む、攻撃者と脅威
を検出するための状況
認識の提供、および侵
入の痕跡 (IOC) のモニ
タリング。これには、
署名のないマルウェ
アやファイルのないマ
ルウェアを検出し、エ
ンドポイントやネット
ワークレイヤーなどで
セキュリティ脅威とな
りうる異常を特定する
ための高度な動作分析
が含まれます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

11.7 (c)(f) SOC は、以下の機能を
実行可能である必要が
あります。(c) 脆弱性
管理。(f) 脅威インテリ
ジェンスの分析と運用
を含む、攻撃者と脅威
を検出するための状況
認識の提供、および侵
入の痕跡 (IOC) のモニ
タリング。これには、
署名のないマルウェ
アやファイルのないマ
ルウェアを検出し、エ
ンドポイントやネット
ワークレイヤーなどで
セキュリティ脅威とな
りうる異常を特定する
ための高度な動作分析
が含まれます。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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11.7 (c)(f) SOC は、以下の機能を
実行可能である必要が
あります。(c) 脆弱性
管理。(f) 脅威インテリ
ジェンスの分析と運用
を含む、攻撃者と脅威
を検出するための状況
認識の提供、および侵
入の痕跡 (IOC) のモニ
タリング。これには、
署名のないマルウェ
アやファイルのないマ
ルウェアを検出し、エ
ンドポイントやネット
ワークレイヤーなどで
セキュリティ脅威とな
りうる異常を特定する
ための高度な動作分析
が含まれます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

11.8 金融機関は、サイバー
セキュリティオペレー
ションによって、セ
キュリティ管理への潜
在的な侵害やセキュリ
ティ体制の弱体化を、
継続的に防止および
検出する必要がありま
す。大規模な金融機関
では、すべての重要な
システムをサポート
する外部および内部の
ネットワークコンポー
ネントに対して、四半
期ごとに脆弱性評価を
行う必要もあります。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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11.8 金融機関は、サイバー
セキュリティオペレー
ションによって、セ
キュリティ管理への潜
在的な侵害やセキュリ
ティ体制の弱体化を、
継続的に防止および
検出する必要がありま
す。大規模な金融機関
では、すべての重要な
システムをサポート
する外部および内部の
ネットワークコンポー
ネントに対して、四半
期ごとに脆弱性評価を
行う必要もあります。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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11.23 金融機関は、包括的な
サイバーインシデント
対応計画 (CIRP) を策定
し、実施する必要があ
ります。CIRP は、以
下のことに取り組まな
ければならない。(a) 準
備 明確なガバナンス・
プロセス、報告体制、
サイバー緊急対応チー
ム (CERT) の役割と責
任、およびインシデン
ト発生時の発動とエス
カレーション手順の確
立 (b) 検出と分析 危険
ポイントの特定、被害
の範囲の評価、フォレ
ンジックのための十分
な証拠を保存するため
の有効かつ迅速なプロ
セスの確保 (c) 封じ込
め、根絶および復旧 金
融機関への損害を防止
または最小化し、既知
の脅威を取り除き、事
業活動を再開するため
の是正措置を特定し、
実施する (d) 事故後の
活動 事故後の活動を行
い、学んだ教訓を盛り
込み、長期にわたるリ
スク軽減策の策定 - サイ
バーレスポンスとリカ
バリー

response-plan-exists-
maintained (process 
check)

インシデント対応計画
が確立および維持さ
れ、責任者に配布され
ていることを確認しま
す。
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11.25 金融機関は、取締役会
メンバー、上級管理
職、関連する第三者
サービスプロバイダ
を含む主要なステー
クホルダーの参加を得
て、現在および将来の
様々な脅威シナリオ 
(ソーシャルエンジニ
アリングなど) に基づ
き、CIRP の有効性を
テストするためのサイ
バー演習を毎年実施し
なければなりません。
テストシナリオは、テ
ストするために設計さ
れたシナリオを含める
必要があります。(a) サ
イバーインシデントの
様々な影響レベルに対
応するエスカレーショ
ン、コミュニケーショ
ン、意思決定プロセス
の有効性、および (b) 
回復プロセスを支援す
る CERT および関連
するサードパーティー
サービスプロバイダの
準備と有効性、をテス
トするように設計され
たシナリオを含まなけ
ればなりません。- サイ
バーレスポンスとリカ
バリー

response-plan-tested 
(Process Check)

インシデント対応と復
旧計画がテスト済み
であることを確認し
ます。これにより、イ
ンシデント発生時に計
画が有効であるか、
ギャップや更新に対処
する必要があるかどう
かを理解することがで
きます。

13.1 金融機関は、すべての
職員がそれぞれの役割
を果たす上で、適切か
つ定期的に技術および
サイバーセキュリティ
に関する意識向上教育
を行い、教育・意識向
上プログラムの有効性
を測定しなければいけ
ません。このサイバー
セキュリティ啓発教育
は、金融機関が少なく
とも年 1 回実施し、現
在のサイバー脅威の状
況を反映させなければ
なりません。- 13. 社内
での啓発とトレーニン
グ

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。
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付録 5.1 すべてのセキュリティ
デバイスの設定およ
びルール設定を定期的
に確認します。自動化
ツールを使用して、設
定およびルール設定の
変更を確認し、モニタ
リングします。付録 5 
サイバーセキュリティ
の管理措置

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

付録 5.1 すべてのセキュリティ
デバイスの設定およ
びルール設定を定期的
に確認します。自動化
ツールを使用して、設
定およびルール設定の
変更を確認し、モニタ
リングします。付録 5 
サイバーセキュリティ
の管理措置

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

付録 5.5 (b) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以下
のセキュリティコント
ロールが含まれている
ことを確認します。(b) 
Transport Layer Security 
(TLS) やバーチャルプラ
イベートネットワーク 
(VPN) IPSec などの安全
なトンネルの使用。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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付録 5.5 (b) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以下
のセキュリティコント
ロールが含まれている
ことを確認します。(b) 
Transport Layer Security 
(TLS) やバーチャルプラ
イベートネットワーク 
(VPN) IPSec などの安全
なトンネルの使用。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

付録 5.5 (b) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以下
のセキュリティコント
ロールが含まれている
ことを確認します。(b) 
Transport Layer Security 
(TLS) やバーチャルプラ
イベートネットワーク 
(VPN) IPSec などの安全
なトンネルの使用。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

付録 5.5 (b) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以下
のセキュリティコント
ロールが含まれている
ことを確認します。(b) 
Transport Layer Security 
(TLS) やバーチャルプラ
イベートネットワーク 
(VPN) IPSec などの安全
なトンネルの使用。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

付録 5.5 (b) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以下
のセキュリティコント
ロールが含まれている
ことを確認します。(b) 
Transport Layer Security 
(TLS) やバーチャルプラ
イベートネットワーク 
(VPN) IPSec などの安全
なトンネルの使用。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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付録 5.5 (b) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以下
のセキュリティコント
ロールが含まれている
ことを確認します。(b) 
Transport Layer Security 
(TLS) やバーチャルプラ
イベートネットワーク 
(VPN) IPSec などの安全
なトンネルの使用。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

付録 5.5 (b) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以下
のセキュリティコント
ロールが含まれている
ことを確認します。(b) 
Transport Layer Security 
(TLS) やバーチャルプラ
イベートネットワーク 
(VPN) IPSec などの安全
なトンネルの使用。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

付録 5.5 (c) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以
下のセキュリティコ
ントロールが含まれ
ていることを確認しま
す。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
など、適切な境界防御
と保護を備えたステー
ジングサーバーをデプ
ロイする。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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付録 5.5 (c) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以
下のセキュリティコ
ントロールが含まれ
ていることを確認しま
す。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
など、適切な境界防御
と保護を備えたステー
ジングサーバーをデプ
ロイする。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

付録 5.5 (c) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以
下のセキュリティコ
ントロールが含まれ
ていることを確認しま
す。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
など、適切な境界防御
と保護を備えたステー
ジングサーバーをデプ
ロイする。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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付録 5.5 (c) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以
下のセキュリティコ
ントロールが含まれ
ていることを確認しま
す。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
など、適切な境界防御
と保護を備えたステー
ジングサーバーをデプ
ロイする。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

付録 5.5 (c) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以
下のセキュリティコ
ントロールが含まれ
ていることを確認しま
す。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
など、適切な境界防御
と保護を備えたステー
ジングサーバーをデプ
ロイする。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

付録 5.6 サーバーへのリモート
アクセスに、以下のセ
キュリティコントロー
ルが含まれていること
を確認します。(a) 強化
され、ロックダウンさ
れたエンドポイントの
デバイスのみにアクセ
スを制限する。(b) TLS 
や VPN IPSec などの安
全なトンネルを使用す
る。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
などの適切な境界防御
と保護を備えた「ゲー
トウェイ」サーバーを
デプロイする。(d) リ
モートアクセスの有効
期限が切れたら、すぐ
に関連するポートを閉
じる。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

付録 5.6 サーバーへのリモート
アクセスに、以下のセ
キュリティコントロー
ルが含まれていること
を確認します。(a) 強化
され、ロックダウンさ
れたエンドポイントの
デバイスのみにアクセ
スを制限する。(b) TLS 
や VPN IPSec などの安
全なトンネルを使用す
る。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
などの適切な境界防御
と保護を備えた「ゲー
トウェイ」サーバーを
デプロイする。(d) リ
モートアクセスの有効
期限が切れたら、すぐ
に関連するポートを閉
じる。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

付録 5.6 サーバーへのリモート
アクセスに、以下のセ
キュリティコントロー
ルが含まれていること
を確認します。(a) 強化
され、ロックダウンさ
れたエンドポイントの
デバイスのみにアクセ
スを制限する。(b) TLS 
や VPN IPSec などの安
全なトンネルを使用す
る。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
などの適切な境界防御
と保護を備えた「ゲー
トウェイ」サーバーを
デプロイする。(d) リ
モートアクセスの有効
期限が切れたら、すぐ
に関連するポートを閉
じる。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

付録 5.6 サーバーへのリモート
アクセスに、以下のセ
キュリティコントロー
ルが含まれていること
を確認します。(a) 強化
され、ロックダウンさ
れたエンドポイントの
デバイスのみにアクセ
スを制限する。(b) TLS 
や VPN IPSec などの安
全なトンネルを使用す
る。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
などの適切な境界防御
と保護を備えた「ゲー
トウェイ」サーバーを
デプロイする。(d) リ
モートアクセスの有効
期限が切れたら、すぐ
に関連するポートを閉
じる。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

付録 5.6 サーバーへのリモート
アクセスに、以下のセ
キュリティコントロー
ルが含まれていること
を確認します。(a) 強化
され、ロックダウンさ
れたエンドポイントの
デバイスのみにアクセ
スを制限する。(b) TLS 
や VPN IPSec などの安
全なトンネルを使用す
る。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
などの適切な境界防御
と保護を備えた「ゲー
トウェイ」サーバーを
デプロイする。(d) リ
モートアクセスの有効
期限が切れたら、すぐ
に関連するポートを閉
じる。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

付録 5.6 サーバーへのリモート
アクセスに、以下のセ
キュリティコントロー
ルが含まれていること
を確認します。(a) 強化
され、ロックダウンさ
れたエンドポイントの
デバイスのみにアクセ
スを制限する。(b) TLS 
や VPN IPSec などの安
全なトンネルを使用す
る。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
などの適切な境界防御
と保護を備えた「ゲー
トウェイ」サーバーを
デプロイする。(d) リ
モートアクセスの有効
期限が切れたら、すぐ
に関連するポートを閉
じる。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
BNM の「RMiT」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

付録 5.6 サーバーへのリモート
アクセスに、以下のセ
キュリティコントロー
ルが含まれていること
を確認します。(a) 強化
され、ロックダウンさ
れたエンドポイントの
デバイスのみにアクセ
スを制限する。(b) TLS 
や VPN IPSec などの安
全なトンネルを使用す
る。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
などの適切な境界防御
と保護を備えた「ゲー
トウェイ」サーバーを
デプロイする。(d) リ
モートアクセスの有効
期限が切れたら、すぐ
に関連するポートを閉
じる。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

付録 5.6 サーバーへのリモート
アクセスに、以下のセ
キュリティコントロー
ルが含まれていること
を確認します。(a) 強化
され、ロックダウンさ
れたエンドポイントの
デバイスのみにアクセ
スを制限する。(b) TLS 
や VPN IPSec などの安
全なトンネルを使用す
る。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
などの適切な境界防御
と保護を備えた「ゲー
トウェイ」サーバーを
デプロイする。(d) リ
モートアクセスの有効
期限が切れたら、すぐ
に関連するポートを閉
じる。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

1422

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

付録 5.6 サーバーへのリモート
アクセスに、以下のセ
キュリティコントロー
ルが含まれていること
を確認します。(a) 強化
され、ロックダウンさ
れたエンドポイントの
デバイスのみにアクセ
スを制限する。(b) TLS 
や VPN IPSec などの安
全なトンネルを使用す
る。(c) ファイアウォー
ル、IPS、ウイルス対策
などの適切な境界防御
と保護を備えた「ゲー
トウェイ」サーバーを
デプロイする。(d) リ
モートアクセスの有効
期限が切れたら、すぐ
に関連するポートを閉
じる。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

付録 5.5 (b) サーバー間の外部ネッ
トワーク接続に、以下
のセキュリティコント
ロールが含まれている
ことを確認します。(b) 
Transport Layer Security 
(TLS) やバーチャルプラ
イベートネットワーク 
(VPN) IPSec などの安全
なトンネルの使用。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for BNM RMiT」で入手できます。

カナダサイバーセキュリティセンター (CCCS) 中規模
クラウド制御プロファイルに関する運用面のベストプ
ラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

以下に、カナダサイバーセキュリティセンター (CCCS) の中規模クラウド制御プロファイルと、AWS 管
理の設定ルール間におけるマッピングのサンプルを示します。各設定ルールは、特定の AWS リソース
に適用され、また、 CCCS の中規模クラウド制御プロファイルでの、1 つ以上の制御と関連付けられま
す。CCCSC の中規模クラウド制御プロファイルは、複数の設定ルールと関連付けすることが可能です。
これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン)、南米 (サン
パウロ) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンの
サポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2(1) AC-2 (1) アカウント管
理 | 自動システムのアカ
ウント管理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(3) AC-2 (3) アカウント管
理 | 非アクティブなアカ
ウントの無効化

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(3) AC-2 (3) アカウント管
理 | 非アクティブなアカ
ウントの無効化

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2(4) AC-2 (4) アカウント管
理 | 自動監査アクション

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-AC-2(4) AC-2 (4) アカウント管
理 | 自動監査アクション

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(4) AC-2 (4) アカウント管
理 | 自動監査アクション

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2(4) AC-2 (4) アカウント管
理 | 自動監査アクション

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(4) AC-2 (4) アカウント管
理 | 自動監査アクション

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-AC-2(4) AC-2 (4) アカウント管
理 | 自動監査アクション

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2(4) AC-2 (4) アカウント管
理 | 自動監査アクション

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.A AC-2.A アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.B AC-2.B アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

1454

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

1455
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.C AC-2.C アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.D AC-2.D アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.E AC-2.E アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.F AC-2.F アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

1481

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.G AC-2.G アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

1490

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.H AC-2.H アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.I AC-2.I アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

1500

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.J AC-2.J アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

1506

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-2.K AC-2.K アカウントの管
理

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

1513

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

1517

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-3.A AC-3.A アクセスの適用 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-AC-4(21) AC-4 (21) 情報フローの
適用 | 情報フローの物理
的/論理的分離

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-AC-4(21) AC-4 (21) 情報フローの
適用 | 情報フローの物理
的/論理的分離

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

CCCS-fPBMM-AC-4(21) AC-4 (21) 情報フローの
適用 | 情報フローの物理
的/論理的分離

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4(21) AC-4 (21) 情報フローの
適用 | 情報フローの物理
的/論理的分離

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

CCCS-fPBMM-AC-4(21) AC-4 (21) 情報フローの
適用 | 情報フローの物理
的/論理的分離

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

1527

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4(21) AC-4 (21) 情報フローの
適用 | 情報フローの物理
的/論理的分離

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

CCCS-fPBMM-AC-4(21) AC-4 (21) 情報フローの
適用 | 情報フローの物理
的/論理的分離

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-AC-4(21) AC-4 (21) 情報フローの
適用 | 情報フローの物理
的/論理的分離

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-AC-4(21) AC-4 (21) 情報フローの
適用 | 情報フローの物理
的/論理的分離

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

1533

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

1534

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-4.A AC-4.A 情報フローの適
用

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-AC-5.A AC-5.A 職務の分離 ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-5.A AC-5.A 職務の分離 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

1540

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-5.A AC-5.A 職務の分離 iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-5.A AC-5.A 職務の分離 iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-5.A AC-5.A 職務の分離 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(1) AC-6 (1) 最小特権 | セ
キュリティ機能に対す
るアクセスの許可

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

CCCS-fPBMM-AC-6(1) AC-6 (1) 最小特権 | セ
キュリティ機能に対す
るアクセスの許可

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-6(1) AC-6 (1) 最小特権 | セ
キュリティ機能に対す
るアクセスの許可

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

1543

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(1) AC-6 (1) 最小特権 | セ
キュリティ機能に対す
るアクセスの許可

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

CCCS-fPBMM-AC-6(1) AC-6 (1) 最小特権 | セ
キュリティ機能に対す
るアクセスの許可

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(2) AC-6 (2) 最小特権 | 非セ
キュリティ機能に対す
る非特権アクセス

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-6(2) AC-6 (2) 最小特権 | 非セ
キュリティ機能に対す
る非特権アクセス

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-AC-6(2) AC-6 (2) 最小特権 | 非セ
キュリティ機能に対す
る非特権アクセス

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(2) AC-6 (2) 最小特権 | 非セ
キュリティ機能に対す
る非特権アクセス

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

CCCS-fPBMM-AC-6(2) AC-6 (2) 最小特権 | 非セ
キュリティ機能に対す
る非特権アクセス

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(5) AC-6 (5) 最小特権 | 特権
アカウント

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-6(5) AC-6 (5) 最小特権 | 特権
アカウント

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

1547

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(5) AC-6 (5) 最小特権 | 特権
アカウント

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

CCCS-fPBMM-AC-6(5) AC-6 (5) 最小特権 | 特権
アカウント

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-AC-6(9) AC-6 (9) 最小特権 | 特権
を持つ機能の使用につ
いての監査

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(9) AC-6 (9) 最小特権 | 特権
を持つ機能の使用につ
いての監査

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AC-6(9) AC-6 (9) 最小特権 | 特権
を持つ機能の使用につ
いての監査

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(9) AC-6 (9) 最小特権 | 特権
を持つ機能の使用につ
いての監査

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-6(9) AC-6 (9) 最小特権 | 特権
を持つ機能の使用につ
いての監査

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(9) AC-6 (9) 最小特権 | 特権
を持つ機能の使用につ
いての監査

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-AC-6(9) AC-6 (9) 最小特権 | 特権
を持つ機能の使用につ
いての監査

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(10) AC-6 (10) 最小特権 | 非
特権ユーザーによる特
権関数の実行の禁止

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-6(10) AC-6 (10) 最小特権 | 非
特権ユーザーによる特
権関数の実行の禁止

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-AC-6(10) AC-6 (10) 最小特権 | 非
特権ユーザーによる特
権関数の実行の禁止

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6(10) AC-6 (10) 最小特権 | 非
特権ユーザーによる特
権関数の実行の禁止

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

CCCS-fPBMM-AC-6(10) AC-6 (10) 最小特権 | 非
特権ユーザーによる特
権関数の実行の禁止

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-6.A AC-6.A 最小特権 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

1570
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-AC-17(1) AC-17 (1) リモートアク
セス | 自動化されたモニ
タリングと制御

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(2) AC-17 (2) リモートアク
セス | 暗号化による機密
性と整合性の保護

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-AC-17(2) AC-17 (2) リモートアク
セス | 暗号化による機密
性と整合性の保護

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

CCCS-fPBMM-AC-17(2) AC-17 (2) リモートアク
セス | 暗号化による機密
性と整合性の保護

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(2) AC-17 (2) リモートアク
セス | 暗号化による機密
性と整合性の保護

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17(2) AC-17 (2) リモートアク
セス | 暗号化による機密
性と整合性の保護

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(2) AC-17 (2) リモートアク
セス | 暗号化による機密
性と整合性の保護

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-AC-17(3) AC-17 (3) リモートアク
セス | 管理型アクセスの
コントロールポイント

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CCCS-fPBMM-AC-17(4) AC-17 (4) リモートアク
セス | 特権を持つコマン
ドとアクセス

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17(4) AC-17 (4) リモートアク
セス | 特権を持つコマン
ドとアクセス

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

CCCS-fPBMM-AC-17(4) AC-17 (4) リモートアク
セス | 特権を持つコマン
ドとアクセス

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1586

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.A AC-17.A リモートアク
セス

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-
AC-17.AA

AC-17.AA リモートアク
セス

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AC-17.B AC-17.B リモートアク
セス

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-AU-2.A AU-2.A 監査イベント wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.B AU-2.B 監査イベント wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-AU-2.C AU-2.C 監査イベント wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-2.D AU-2.D 監査イベント wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-AU-3(1) AU-3 (1) 監査記録の内
容 | 追加的な監査情報

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CCCS-fPBMM-AU-3(1) AU-3 (1) 監査記録の内
容 | 追加的な監査情報

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-3(1) AU-3 (1) 監査記録の内
容 | 追加的な監査情報

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-3(1) AU-3 (1) 監査記録の内
容 | 追加的な監査情報

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AU-3(1) AU-3 (1) 監査記録の内
容 | 追加的な監査情報

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-3(1) AU-3 (1) 監査記録の内
容 | 追加的な監査情報

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-3(1) AU-3 (1) 監査記録の内
容 | 追加的な監査情報

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-3(1) AU-3 (1) 監査記録の内
容 | 追加的な監査情報

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-AU-3.A AU-3.A 監査記録の内容 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-5.A AU-5.A 監査処理の失敗
に対する対応

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-AU-5.B AU-5.B 監査処理の失敗
に対する対応

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-6(1) AU-6 (1) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | プロセスの統合

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-AU-6(1) AU-6 (1) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | プロセスの統合

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AU-6(1) AU-6 (1) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | プロセスの統合

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-6(1) AU-6 (1) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | プロセスの統合

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-6(1) AU-6 (1) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | プロセスの統合

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-6(1) AU-6 (1) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | プロセスの統合

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-AU-6(3) AU-6 (3) 監査のレ
ビュー、分析、および
報告 | 監査リポジトリの
相互関連付け

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-AU-7(1) AU-7 (1) 監査の削減と
報告の生成 | 自動処理

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-AU-8.B AU-8.B タイムスタンプ wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-9(2) AU-9 (2) 監査情報の保
護 | 分離された物理シス
テムおよびコンポーネ
ントによる監査内容の
バックアップ

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-9(2) AU-9 (2) 監査情報の保
護 | 分離された物理シス
テムおよびコンポーネ
ントによる監査内容の
バックアップ

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-9(2) AU-9 (2) 監査情報の保
護 | 分離された物理シス
テムおよびコンポーネ
ントによる監査内容の
バックアップ

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-AU-9.A AU-9.A 監査情報の保護 cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

CCCS-fPBMM-AU-9.A AU-9.A 監査情報の保護 cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

1650

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-9.A AU-9.A 監査情報の保護 s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-AU-11.A AU-11.A 監査記録の保
持

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

CCCS-fPBMM-AU-11.B AU-11.B 監査記録の保
持

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

CCCS-fPBMM-AU-11.C AU-11.C 監査記録の保
持

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-AU-12.A AU-12.A 監査の生成 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-AU-12.C AU-12.C 監査の生成 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-3(5) CA-3 (5) システムの相
互接続 | 外部ネットワー
クへの接続の制限

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

api-gw-xray-enabled AWS X-Ray は、アプ
リケーションで処理
するリクエストに関す
るデータを収集する
とともに、データの表
示、フィルタリング、
インサイトによって問
題や機会を特定して最
適化するために使用で
きるツールを提供しま
す。X-Ray を有効にし
て、リクエストとレス
ポンスに関する情報だ
けではなく、ダウンス
トリーム AWS リソー
ス、マイクロサービ
ス、データベース、お
よび HTTP ウェブ API 
に対してアプリケー
ションが行う呼び出し
に関する詳細な情報も
確認できるようにしま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-CA-7.A CA-7.A 継続的なモニタ
リング

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

api-gw-xray-enabled AWS X-Ray は、アプ
リケーションで処理
するリクエストに関す
るデータを収集する
とともに、データの表
示、フィルタリング、
インサイトによって問
題や機会を特定して最
適化するために使用で
きるツールを提供しま
す。X-Ray を有効にし
て、リクエストとレス
ポンスに関する情報だ
けではなく、ダウンス
トリーム AWS リソー
ス、マイクロサービ
ス、データベース、お
よび HTTP ウェブ API 
に対してアプリケー
ションが行う呼び出し
に関する詳細な情報も
確認できるようにしま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

1688

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-CA-7.B CA-7.B 継続的なモニタ
リング

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

api-gw-xray-enabled AWS X-Ray は、アプ
リケーションで処理
するリクエストに関す
るデータを収集する
とともに、データの表
示、フィルタリング、
インサイトによって問
題や機会を特定して最
適化するために使用で
きるツールを提供しま
す。X-Ray を有効にし
て、リクエストとレス
ポンスに関する情報だ
けではなく、ダウンス
トリーム AWS リソー
ス、マイクロサービ
ス、データベース、お
よび HTTP ウェブ API 
に対してアプリケー
ションが行う呼び出し
に関する詳細な情報も
確認できるようにしま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-CA-7.C CA-7.C 継続的なモニタ
リング

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

api-gw-xray-enabled AWS X-Ray は、アプ
リケーションで処理
するリクエストに関す
るデータを収集する
とともに、データの表
示、フィルタリング、
インサイトによって問
題や機会を特定して最
適化するために使用で
きるツールを提供しま
す。X-Ray を有効にし
て、リクエストとレス
ポンスに関する情報だ
けではなく、ダウンス
トリーム AWS リソー
ス、マイクロサービ
ス、データベース、お
よび HTTP ウェブ API 
に対してアプリケー
ションが行う呼び出し
に関する詳細な情報も
確認できるようにしま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-CA-7.D CA-7.D 継続的なモニタ
リング

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

api-gw-xray-enabled AWS X-Ray は、アプ
リケーションで処理
するリクエストに関す
るデータを収集する
とともに、データの表
示、フィルタリング、
インサイトによって問
題や機会を特定して最
適化するために使用で
きるツールを提供しま
す。X-Ray を有効にし
て、リクエストとレス
ポンスに関する情報だ
けではなく、ダウンス
トリーム AWS リソー
ス、マイクロサービ
ス、データベース、お
よび HTTP ウェブ API 
に対してアプリケー
ションが行う呼び出し
に関する詳細な情報も
確認できるようにしま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-xray-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-CA-7.E CA-7.E 継続的なモニタ
リング

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

api-gw-xray-enabled AWS X-Ray は、アプ
リケーションで処理
するリクエストに関す
るデータを収集する
とともに、データの表
示、フィルタリング、
インサイトによって問
題や機会を特定して最
適化するために使用で
きるツールを提供しま
す。X-Ray を有効にし
て、リクエストとレス
ポンスに関する情報だ
けではなく、ダウンス
トリーム AWS リソー
ス、マイクロサービ
ス、データベース、お
よび HTTP ウェブ API 
に対してアプリケー
ションが行う呼び出し
に関する詳細な情報も
確認できるようにしま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-xray-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-CA-7.F CA-7.F 継続的なモニタ
リング

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

api-gw-xray-enabled AWS X-Ray は、アプ
リケーションで処理
するリクエストに関す
るデータを収集する
とともに、データの表
示、フィルタリング、
インサイトによって問
題や機会を特定して最
適化するために使用で
きるツールを提供しま
す。X-Ray を有効にし
て、リクエストとレス
ポンスに関する情報だ
けではなく、ダウンス
トリーム AWS リソー
ス、マイクロサービ
ス、データベース、お
よび HTTP ウェブ API 
に対してアプリケー
ションが行う呼び出し
に関する詳細な情報も
確認できるようにしま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

1742

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-CA-7.G CA-7.G 継続的なモニタ
リング

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

1752

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

1753

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CA-9.A CA-9.A 内部システムの
接続

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-CM-2.A CM-2.A ベースラインの
設定

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-2.A CM-2.A ベースラインの
設定

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CCCS-fPBMM-CM-2.A CM-2.A ベースラインの
設定

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

CCCS-fPBMM-CM-2.A CM-2.A ベースラインの
設定

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-2.A CM-2.A ベースラインの
設定

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CCCS-fPBMM-CM-2.A CM-2.A ベースラインの
設定

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-2.A CM-2.A ベースラインの
設定

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-3.A CM-3.A 設定変更の管理 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-3.A CM-3.A 設定変更の管理 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-3.B CM-3.B 設定変更の管理 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-3.B CM-3.B 設定変更の管理 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-3.C CM-3.C 設定変更の管理 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-3.C CM-3.C 設定変更の管理 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-3.D CM-3.D 設定変更の管理 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

1764

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-3.D CM-3.D 設定変更の管理 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-3.E CM-3.E 設定変更の管理 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-3.E CM-3.E 設定変更の管理 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-3.F CM-3.F 設定変更の管理 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-3.F CM-3.F 設定変更の管理 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-3.G CM-3.G 設定変更の管理 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-3.G CM-3.G 設定変更の管理 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

1771

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

1781
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-CM-5(1) CM-5 (1) 変更アクセス
の制限 | 自動化されたア
クセスの適用と監査

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CM-5(5) CM-5 (5) 変更アクセス
の制限 | 本番向けおよび
運用向け権限の制限

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CM-5.A CM-5.A 変更アクセスの
制限

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6(1) CM-6 (1) 構成の設定 
| 自動化された一元管
理、アプリケーショ
ン、および検証

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CM-6(1) CM-6 (1) 構成の設定 
| 自動化された一元管
理、アプリケーショ
ン、および検証

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6(1) CM-6 (1) 構成の設定 
| 自動化された一元管
理、アプリケーショ
ン、および検証

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

1796

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CM-6.A CM-6.A 構成の設定 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1818

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CM-6.B CM-6.B 構成の設定 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

1827

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

1829

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CM-6.C CM-6.C 構成の設定 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

CCCS-fPBMM-CM-6.D CM-6.D 構成の設定 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CCCS-fPBMM-CM-7.A CM-7.A 最小限の機能 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

1844

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-7.A CM-7.A 最小限の機能 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-7.B CM-7.B 最小限の機能 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-7.B CM-7.B 最小限の機能 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-CM-8(1) CM-8 (1) 情報システム
コンポーネントのイン
ベントリ | インストール
中あるいは削除中の更
新

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-8(1) CM-8 (1) 情報システム
コンポーネントのイン
ベントリ | インストール
中あるいは削除中の更
新

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CCCS-fPBMM-CM-8(2) CM-8 (2) 情報システム
コンポーネントのイン
ベントリ | 自動化された
メンテナンス

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-8(2) CM-8 (2) 情報システム
コンポーネントのイン
ベントリ | 自動化された
メンテナンス

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CCCS-fPBMM-CM-8(3) CM-8 (3) 情報システム
コンポーネントのイン
ベントリ | 非認証コン
ポーネントの自動検出

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-8(3) CM-8 (3) 情報システム
コンポーネントのイン
ベントリ | 非認証コン
ポーネントの自動検出

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CCCS-fPBMM-CM-8(3) CM-8 (3) 情報システム
コンポーネントのイン
ベントリ | 非認証コン
ポーネントの自動検出

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-CM-8(3) CM-8 (3) 情報システム
コンポーネントのイン
ベントリ | 非認証コン
ポーネントの自動検出

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

1849

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-8.A CM-8.A 情報システムコ
ンポーネントのインベ
ントリ

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CM-8.A CM-8.A 情報システムコ
ンポーネントのインベ
ントリ

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-8.B CM-8.B 情報システムの
コンポーネントのイン
ベントリ

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CM-8.B CM-8.B 情報システムの
コンポーネントのイン
ベントリ

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

1851

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-8.C CM-8.C 情報システムの
コンポーネントのイン
ベントリ

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CM-8.C CM-8.C 情報システムの
コンポーネントのイン
ベントリ

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-8.D CM-8.D 情報システムの
コンポーネントのイン
ベントリ

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CM-8.D CM-8.D 情報システムの
コンポーネントのイン
ベントリ

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CM-8.E CM-8.E 情報システムの
コンポーネントのイン
ベントリ

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-CM-8.E CM-8.E 情報システムの
コンポーネントのイン
ベントリ

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1861

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(5) CP-2 (5) 緊急時対応計
画 | 重要なミッションと
ビジネス機能の継続

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2(6) CP-2 (6) 緊急時対応計
画 | 代替的なプロセス処
理とストレージサイト

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(6) CP-2 (6) 緊急時対応計
画 | 代替的なプロセス処
理とストレージサイト

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CCCS-fPBMM-CP-2(6) CP-2 (6) 緊急時対応計
画 | 代替的なプロセス処
理とストレージサイト

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(6) CP-2 (6) 緊急時対応計
画 | 代替的なプロセス処
理とストレージサイト

rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(6) CP-2 (6) 緊急時対応計
画 | 代替的なプロセス処
理とストレージサイト

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2(6) CP-2 (6) 緊急時対応計
画 | 代替的なプロセス処
理とストレージサイト

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2.A CP-2.A 緊急時対応計画 dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.A CP-2.A 緊急時対応計画 elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CCCS-fPBMM-CP-2.A CP-2.A 緊急時対応計画 elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.A CP-2.A 緊急時対応計画 rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.A CP-2.A 緊急時対応計画 rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.A CP-2.A 緊急時対応計画 rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.A CP-2.A 緊急時対応計画 rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.A CP-2.A 緊急時対応計画 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2.B CP-2.B 緊急時対応計画 dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.B CP-2.B 緊急時対応計画 elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CCCS-fPBMM-CP-2.B CP-2.B 緊急時対応計画 elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.B CP-2.B 緊急時対応計画 rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.B CP-2.B 緊急時対応計画 rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.B CP-2.B 緊急時対応計画 rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.B CP-2.B 緊急時対応計画 rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.B CP-2.B 緊急時対応計画 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2.C CP-2.C 緊急時対応計画 dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.C CP-2.C 緊急時対応計画 elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CCCS-fPBMM-CP-2.C CP-2.C 緊急時対応計画 elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.C CP-2.C 緊急時対応計画 rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.C CP-2.C 緊急時対応計画 rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.C CP-2.C 緊急時対応計画 rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.C CP-2.C 緊急時対応計画 rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.C CP-2.C 緊急時対応計画 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2.D CP-2.D 緊急時対応計画 dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.D CP-2.D 緊急時対応計画 elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CCCS-fPBMM-CP-2.D CP-2.D 緊急時対応計画 elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.D CP-2.D 緊急時対応計画 rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.D CP-2.D 緊急時対応計画 rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.D CP-2.D 緊急時対応計画 rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.D CP-2.D 緊急時対応計画 rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

1885

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.D CP-2.D 緊急時対応計画 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2.E CP-2.E 緊急時対応計画 dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.E CP-2.E 緊急時対応計画 elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CCCS-fPBMM-CP-2.E CP-2.E 緊急時対応計画 elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.E CP-2.E 緊急時対応計画 rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.E CP-2.E 緊急時対応計画 rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.E CP-2.E 緊急時対応計画 rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.E CP-2.E 緊急時対応計画 rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.E CP-2.E 緊急時対応計画 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2.F CP-2.F 緊急時対応計画 dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

1890

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.F CP-2.F 緊急時対応計画 elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CCCS-fPBMM-CP-2.F CP-2.F 緊急時対応計画 elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.F CP-2.F 緊急時対応計画 rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

1891

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.F CP-2.F 緊急時対応計画 rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.F CP-2.F 緊急時対応計画 rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

1892

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.F CP-2.F 緊急時対応計画 rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.F CP-2.F 緊急時対応計画 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-2.G CP-2.G 緊急時対応計画 dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.G CP-2.G 緊急時対応計画 elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CCCS-fPBMM-CP-2.G CP-2.G 緊急時対応計画 elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.G CP-2.G 緊急時対応計画 rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.G CP-2.G 緊急時対応計画 rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CCCS-fPBMM-CP-2.G CP-2.G 緊急時対応計画 rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.G CP-2.G 緊急時対応計画 rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-2.G CP-2.G 緊急時対応計画 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1903

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

1905

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(1) CP-6 (1) 代替のスト
レージサイト | プライマ
リサイトからの分離

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1909

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1910

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1911

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6(2) CP-6 (2) 代替のスト
レージサイト | 目標復旧
時間と目標復旧ポイン
ト

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1914

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1917

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1918

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1919

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1920

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.A CP-6.A 代替のストレー
ジサイト

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

1927

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-6.B CP-6.B 代替のストレー
ジサイト

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9(3) CP-9 (3) 情報システム
のバックアップ | 重要な
情報のための分離され
たストレージ

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9(7) CP-9 (7) 情報システム
のバックアップ | 二重認
証

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

CCCS-fPBMM-CP-9(7) CP-9 (7) 情報システム
のバックアップ | 二重認
証

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.A CP-9.A 情報システムの
バックアップ

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.AA CP-9.AA 情報システム
のバックアップ

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.B CP-9.B 情報システムの
バックアップ

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

1968

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.C CP-9.C 情報システムの
バックアップ

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CCCS-fPBMM-CP-9.D CP-9.D 情報システムの
バックアップ

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

1985

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

1986

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

1987

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

1988

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CCCS-fPBMM-CP-10.A CP-10.A 情報システム
の復旧と再構築

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

1989

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-2(1) IA-2 (1) 身分証明書と認
証 (組織のユーザー) | 特
権アカウントへのネッ
トワークアクセス

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-2(1) IA-2 (1) 身分証明書と認
証 (組織のユーザー) | 特
権アカウントへのネッ
トワークアクセス

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

1990

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-2(1) IA-2 (1) 身分証明書と認
証 (組織のユーザー) | 特
権アカウントへのネッ
トワークアクセス

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-IA-2(3) IA-2 (3) 身分証明書と認
証 (組織のユーザー) | 特
権アカウントへのロー
カルアクセス

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

1991

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-2(3) IA-2 (3) 身分証明書と認
証 (組織のユーザー) | 特
権アカウントへのロー
カルアクセス

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

CCCS-fPBMM-IA-2(3) IA-2 (3) 身分証明書と認
証 (組織のユーザー) | 特
権アカウントへのロー
カルアクセス

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

1992

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-2(8) IA-2 (8) 身分証明書と認
証 (組織のユーザー) | 特
権アカウントへのネッ
トワークアクセス – リ
プレイへの耐性

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-2(8) IA-2 (8) 身分証明書と認
証 (組織のユーザー) | 特
権アカウントへのネッ
トワークアクセス – リ
プレイへの耐性

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

1993

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-2(8) IA-2 (8) 身分証明書と認
証 (組織のユーザー) | 特
権アカウントへのネッ
トワークアクセス – リ
プレイへの耐性

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-IA-2(11) IA-2 (11) 身分証明書と
認証 (組織のユーザー) | 
リモートアクセス – 個
別のデバイス

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

1994

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-2(11) IA-2 (11) 身分証明書と
認証 (組織のユーザー) | 
リモートアクセス – 個
別のデバイス

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

CCCS-fPBMM-IA-2(11) IA-2 (11) 身分証明書と
認証 (組織のユーザー) | 
リモートアクセス – 個
別のデバイス

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

1995

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-2.A IA-2.A 身分証明書と認
証 (組織のユーザー)

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

1996

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-2.A IA-2.A 身分証明書と認
証 (組織のユーザー)

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-2.A IA-2.A 身分証明書と認
証 (組織のユーザー)

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

1997

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-2.A IA-2.A 身分証明書と認
証 (組織のユーザー)

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-IA-4(4) IA-4 (4) 識別子の管理 | 
ユーザーステータスの
識別

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

1998

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.A IA-4.A 識別子の管理 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

1999

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.A IA-4.A 識別子の管理 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2000

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.A IA-4.A 識別子の管理 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-IA-4.B IA-4.B 識別子の管理 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2001

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.B IA-4.B 識別子の管理 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2002

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.B IA-4.B 識別子の管理 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-IA-4.C IA-4.C 識別子の管理 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2003

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.C IA-4.C 識別子の管理 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2004

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.C IA-4.C 識別子の管理 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-IA-4.D IA-4.D 識別子の管理 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2005

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.D IA-4.D 識別子の管理 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2006

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.D IA-4.D 識別子の管理 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-IA-4.E IA-4.E 識別子の管理 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2007

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.E IA-4.E 識別子の管理 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2008

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-4.E IA-4.E 識別子の管理 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

2009

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5(1) IA-5 (1) Authenticator の
管理 | パスワードベース
の認証

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5(2) IA-5 (2) Authenticator の
管理 | PKI ベースの認証

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

CCCS-fPBMM-IA-5(2) IA-5 (2) Authenticator の
管理 | PKI ベースの認証

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

2011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5(4) IA-5 (4) Authenticator の
管理 | 自動的なパスワー
ド強度特定のサポート

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5(8) IA-5 (8) Authenticator の
管理 | 複数の情報システ
ムのアカウント

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

CCCS-fPBMM-IA-5(8) IA-5 (8) Authenticator の
管理 | 複数の情報システ
ムのアカウント

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5(8) IA-5 (8) Authenticator の
管理 | 複数の情報システ
ムのアカウント

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

2013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.A IA-5.A Authenticator の
管理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.A IA-5.A Authenticator の
管理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5.A IA-5.A Authenticator の
管理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

2015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.A IA-5.A Authenticator の
管理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

2016

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.B IA-5.B Authenticator の
管理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2017

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.B IA-5.B Authenticator の
管理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5.B IA-5.B Authenticator の
管理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

2018

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.B IA-5.B Authenticator の
管理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

2019

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.C IA-5.C Authenticator の
管理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2020

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.C IA-5.C Authenticator の
管理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5.C IA-5.C Authenticator の
管理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

2021

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.C IA-5.C Authenticator の
管理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

2022

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.D IA-5.D Authenticator の
管理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2023

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.D IA-5.D Authenticator の
管理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5.D IA-5.D Authenticator の
管理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

2024

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.D IA-5.D Authenticator の
管理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

2025

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.E IA-5.E Authenticator の
管理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2026

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.E IA-5.E Authenticator の
管理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5.E IA-5.E Authenticator の
管理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

2027

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.E IA-5.E Authenticator の
管理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

2028

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.F IA-5.F Authenticator の
管理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2029

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.F IA-5.F Authenticator の
管理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5.F IA-5.F Authenticator の
管理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

2030

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.F IA-5.F Authenticator の
管理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

2031

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.G IA-5.G Authenticator の
管理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2032

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.G IA-5.G Authenticator の
管理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5.G IA-5.G Authenticator の
管理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

2033

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.G IA-5.G Authenticator の
管理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

2034
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.H IA-5.H Authenticator の
管理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.H IA-5.H Authenticator の
管理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5.H IA-5.H Authenticator の
管理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.H IA-5.H Authenticator の
管理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.I IA-5.I Authenticator の管
理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2038

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.I IA-5.I Authenticator の管
理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5.I IA-5.I Authenticator の管
理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.I IA-5.I Authenticator の管
理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.J IA-5.J Authenticator の
管理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.J IA-5.J Authenticator の
管理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

CCCS-fPBMM-IA-5.J IA-5.J Authenticator の
管理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-IA-5.J IA-5.J Authenticator の
管理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

CCCS-fPBMM-IR-6(1) IR-6 (1) インシデントの
報告 | 自動化された報告

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MA-3.A MA-3.A メンテナンス
ツール

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-MA-3.A MA-3.A メンテナンス
ツール

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MA-4(1) MA-4 (1) 非ローカルで
のメンテナンス | 監査と
レビュー

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-MP-2.A MP-2.A メディアへのア
クセス

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-RA-5.A RA-5.A 脆弱性スキャン guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-RA-5.B RA-5.B 脆弱性スキャン guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-RA-5.C RA-5.C 脆弱性スキャン guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-RA-5.D RA-5.D 脆弱性スキャン guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-RA-5.E RA-5.E 脆弱性スキャン guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SA-10(1) SA-10 (1) デベロッパー
向け設定の管理 | ソフト
ウェアおよびファーム
ウェアの整合性の検証

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

CCCS-fPBMM-SC-5.A SC-5.A サービス拒否か
らの保護

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-5.A SC-5.A サービス拒否か
らの保護

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SC-6.A SC-6.A リソースの可用
性

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-6.A SC-6.A リソースの可用
性

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-6.A SC-6.A リソースの可用
性

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-6.A SC-6.A リソースの可用
性

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-6.A SC-6.A リソースの可用
性

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-6.A SC-6.A リソースの可用
性

rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-6.A SC-6.A リソースの可用
性

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-6.A SC-6.A リソースの可用
性

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

2076

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(3) SC-7 (3) 境界の保護 | ア
クセスポイント

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

2077

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

2079

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

2088

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(4) SC-7 (4) 境界の保護 | 外
部のテレコミュニケー
ションサービス

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-SC-7(5) SC-7 (5) 境界の保護 | デ
フォルトによる拒否と
例外による許可

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(5) SC-7 (5) 境界の保護 | デ
フォルトによる拒否と
例外による許可

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(5) SC-7 (5) 境界の保護 | デ
フォルトによる拒否と
例外による許可

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(5) SC-7 (5) 境界の保護 | デ
フォルトによる拒否と
例外による許可

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7(7) SC-7 (7) 境界の保護 | リ
モートデバイスに対す
るスプリットトンネリ
ングの防止

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.A SC-7.A 境界の保護 vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.B SC-7.B 境界の保護 vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-7.C SC-7.C 境界の保護 vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CCCS-fPBMM-SC-8(1) SC-8 (1) 伝送の機密性
と整合性 | 暗号化または
代替の物理的保護

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-SC-8(1) SC-8 (1) 伝送の機密性
と整合性 | 暗号化または
代替の物理的保護

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-8(1) SC-8 (1) 伝送の機密性
と整合性 | 暗号化または
代替の物理的保護

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-8(1) SC-8 (1) 伝送の機密性
と整合性 | 暗号化または
代替の物理的保護

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

2126

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-8(1) SC-8 (1) 伝送の機密性
と整合性 | 暗号化または
代替の物理的保護

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-8(1) SC-8 (1) 伝送の機密性
と整合性 | 暗号化または
代替の物理的保護

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

2127

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-8(1) SC-8 (1) 伝送の機密性
と整合性 | 暗号化または
代替の物理的保護

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-8(1) SC-8 (1) 伝送の機密性
と整合性 | 暗号化または
代替の物理的保護

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-SC-8(1) SC-8 (1) 伝送の機密性
と整合性 | 暗号化または
代替の物理的保護

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-SC-8.A SC-8.A 伝送の機密性と
整合性

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

2128

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-8.A SC-8.A 伝送の機密性と
整合性

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

CCCS-fPBMM-SC-8.A SC-8.A 伝送の機密性と
整合性

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-8.A SC-8.A 伝送の機密性と
整合性

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

2129

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-8.A SC-8.A 伝送の機密性と
整合性

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-8.A SC-8.A 伝送の機密性と
整合性

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

2130

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-8.A SC-8.A 伝送の機密性と
整合性

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-8.A SC-8.A 伝送の機密性と
整合性

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-SC-8.A SC-8.A 伝送の機密性と
整合性

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

2131

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-12(1) SC-12 (1) 暗号化キーの
確立と管理 | 可用性

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

CCCS-fPBMM-SC-12(2) SC-12 (2) 暗号化キーの
確立と管理 | 対象キー

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

CCCS-fPBMM-SC-12(2) SC-12 (2) 暗号化キーの
確立と管理 | 対象キー

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

CCCS-fPBMM-SC-12.A SC-12.A 暗号化キーの
確立と管理

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

2132

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-12.A SC-12.A 暗号化キーの
確立と管理

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

2133

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

2134

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-13.A SC-13.A 暗号化による
保護

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-22.A SC-22.A 名前およびア
ドレスの解決サービス
用のアーキテクチャと
プロビジョニング

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CCCS-fPBMM-SC-23.A SC-23.A セッションの
認証性

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-SC-23.A SC-23.A セッションの
認証性

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

CCCS-fPBMM-SC-23.A SC-23.A セッションの
認証性

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

2140

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-23.A SC-23.A セッションの
認証性

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

CCCS-fPBMM-SC-23.A SC-23.A セッションの
認証性

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

2141

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-23.A SC-23.A セッションの
認証性

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-23.A SC-23.A セッションの
認証性

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-23.A SC-23.A セッションの
認証性

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-SC-23.A SC-23.A セッションの
認証性

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

2142

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28(1) SC-28 (1) 保存中の情報
に対する保護 | 暗号化に
よる保護

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CCCS-fPBMM-SC-28.A SC-28.A 保存中の情報
に対する保護

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

2154

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

2156

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

2158

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

CCCS-fPBMM-SI-2(2) SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動
的な欠陥修復のステー
タス

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2(3) SI-2 (3) 欠陥の修復 | 欠
陥の修復にかかる時間/
修正アクションに関す
るベンチマーク

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

2160

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

CCCS-fPBMM-SI-2.A SI-2.A 欠陥修復 redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

CCCS-fPBMM-SI-2.B SI-2.B 欠陥修復 redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

2174

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

2175

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

2176

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

CCCS-fPBMM-SI-2.C SI-2.C 欠陥修復 redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

2177

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

2179

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

2181

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

2182

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

CCCS-fPBMM-SI-2.D SI-2.D 欠陥修復 redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

2183

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-3(1) SI-3 (1) 悪意のあるコー
ドからの保護 | 一元的な
管理

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-3(7) SI-3 (7) 悪意のあるコー
ドからの保護 | 署名ベー
ス以外での検出

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-3.A SI-3.A 悪意のあるコー
ドからの保護

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

2184

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-3.A SI-3.A 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-SI-3.A SI-3.A 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

2185

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-3.A SI-3.A 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-SI-3.A SI-3.A 悪意のあるコー
ドからの保護

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-3.B SI-3.B 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

2186

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-3.B SI-3.B 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CCCS-fPBMM-SI-3.B SI-3.B 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-SI-3.B SI-3.B 悪意のあるコー
ドからの保護

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

2187

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-3.C SI-3.C 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CCCS-fPBMM-SI-3.C SI-3.C 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

2188

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-3.C SI-3.C 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-SI-3.C SI-3.C 悪意のあるコー
ドからの保護

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-3.D SI-3.D 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

2189

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-3.D SI-3.D 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CCCS-fPBMM-SI-3.D SI-3.D 悪意のあるコー
ドからの保護

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CCCS-fPBMM-SI-3.D SI-3.D 悪意のあるコー
ドからの保護

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

2190

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4(1) SI-4 (1) 情報システムの
モニタリング | システム
全体の侵入検知システ
ム

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-4(1) SI-4 (1) 情報システムの
モニタリング | システム
全体の侵入検知システ
ム

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CCCS-fPBMM-SI-4(2) SI-4 (2) 情報システムの
モニタリング | リアルタ
イム分析のための自動
化ツール

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

2191

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4(2) SI-4 (2) 情報システムの
モニタリング | リアルタ
イム分析のための自動
化ツール

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CCCS-fPBMM-SI-4(4) SI-4 (4) 情報システムの
モニタリング | インバウ
ンドとアウトバウンド
の通信トラフィック

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-4(4) SI-4 (4) 情報システムの
モニタリング | インバウ
ンドとアウトバウンド
の通信トラフィック

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4(5) SI-4 (5) 情報システムの
モニタリング | システム
で生成されたアラート

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-SI-4(11) SI-4 (11) 情報システム
のモニタリング | 通信ト
ラフィックにおける異
常の分析

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

2193

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4(11) SI-4 (11) 情報システム
のモニタリング | 通信ト
ラフィックにおける異
常の分析

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CCCS-fPBMM-SI-4(16) SI-4 (16) 情報システム
のモニタリング | モニタ
リング情報の相互関連
付け

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4(16) SI-4 (16) 情報システム
のモニタリング | モニタ
リング情報の相互関連
付け

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CCCS-fPBMM-SI-4(20) SI-4 (20) 情報システム
のモニタリング | 特権
ユーザー

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4(23) SI-4 (23) 情報システム
のモニタリング | ホスト
ベースのデバイス

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CCCS-fPBMM-SI-4(23) SI-4 (23) 情報システム
のモニタリング | ホスト
ベースのデバイス

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.A SI-4.A 情報システムの
モニタリング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-SI-4.A SI-4.A 情報システムの
モニタリング

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.A SI-4.A 情報システムの
モニタリング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-4.A SI-4.A 情報システムの
モニタリング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

CCCS-fPBMM-SI-4.A SI-4.A 情報システムの
モニタリング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.B SI-4.B 情報システムの
モニタリング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-SI-4.B SI-4.B 情報システムの
モニタリング

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

2199

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.B SI-4.B 情報システムの
モニタリング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-4.B SI-4.B 情報システムの
モニタリング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

CCCS-fPBMM-SI-4.B SI-4.B 情報システムの
モニタリング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

2200

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.C SI-4.C 情報システムの
モニタリング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-SI-4.C SI-4.C 情報システムの
モニタリング

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.C SI-4.C 情報システムの
モニタリング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-4.C SI-4.C 情報システムの
モニタリング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

CCCS-fPBMM-SI-4.C SI-4.C 情報システムの
モニタリング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.D SI-4.D 情報システムの
モニタリング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-SI-4.D SI-4.D 情報システムの
モニタリング

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.D SI-4.D 情報システムの
モニタリング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-4.D SI-4.D 情報システムの
モニタリング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

CCCS-fPBMM-SI-4.D SI-4.D 情報システムの
モニタリング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.E SI-4.E 情報システムの
モニタリング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-SI-4.E SI-4.E 情報システムの
モニタリング

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.E SI-4.E 情報システムの
モニタリング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-4.E SI-4.E 情報システムの
モニタリング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

CCCS-fPBMM-SI-4.E SI-4.E 情報システムの
モニタリング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.F SI-4.F 情報システムの
モニタリング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-SI-4.F SI-4.F 情報システムの
モニタリング

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.F SI-4.F 情報システムの
モニタリング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-4.F SI-4.F 情報システムの
モニタリング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

CCCS-fPBMM-SI-4.F SI-4.F 情報システムの
モニタリング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.G SI-4.G 情報システムの
モニタリング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CCCS-fPBMM-SI-4.G SI-4.G 情報システムの
モニタリング

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-4.G SI-4.G 情報システムの
モニタリング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-4.G SI-4.G 情報システムの
モニタリング

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

CCCS-fPBMM-SI-4.G SI-4.G 情報システムの
モニタリング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-5.A SI-5.A セキュリティア
ラート、勧告、および
指示

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-5.B SI-5.B セキュリティア
ラート、勧告、および
指示

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-5.C SI-5.C セキュリティア
ラート、勧告、および
指示

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-5.D SI-5.D セキュリティア
ラート、勧告、および
指示

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CCCS-fPBMM-SI-7(1) SI-7 (1) ソフトウェア、
ファームウェア、およ
び情報の整合性 | 整合性
の確認

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
カナダサイバーセキュリティセンター 

(CCCS) 中規模クラウド制御プロファイ
ルに関する運用面のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-7(7) SI-7 (7) ソフトウェア、
ファームウェア、およ
び情報の整合性 | 検出と
対応の統合

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

CCCS-fPBMM-SI-7.A SI-7.A ソフトウェア、
ファームウェア、およ
び情報の整合性

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CCCS-fPBMM-SI-12.A SI-12.A 情報の取り扱い
と保持

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Canadian Centre for Cyber Security (CCCS) 
Medium Cloud Control Profile」(カナダサイバーセキュリティセンター (CCCS) 中規模クラウド制御プロ
ファイルに関する運用面のベストプラクティス) で入手できます。

CIS 運用のベストプラクティス AWS 基礎ベンチマー
ク v1.4 レベル 1
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、Center for Internet Security (CIS) の「Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 1」と、AWS 
マネージド Config ルール/AWS Config プロセスチェック間のマッピングの例を示します。各 Config ルー
ルが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の CIS の「Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 
1 によるコントロールに関連付けられます。CIS の「Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 1」に
よるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳
細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

プロセスチェックの詳細については、「process-checks」を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.1 現在の連絡先情報を維
持します

account-contact-details-
configured (Process 
Check)

AWS アカウントの連
絡先の E メールと電話
番号が最新のものであ
り、組織内の 1 人以上
の個人にマッピングさ
れていることを確認し
ます。コンソールの [My 
Account] (マイアカウ
ント) セクションで、
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
[Contact Information] 
(連絡先情報) セクショ
ンに正しい情報が指
定されていることを確
認します。このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

1.2 セキュリティの連絡先
情報が登録されている
ことを確認します。

account-security-
contact-configured 
(Process Check)

組織のセキュリティ
チームの連絡先の E 
メールと電話番号が最
新のものであることを
確認します。AWS マ
ネジメントコンソール
の [マイアカウント] セ
クションで、[セキュ
リティ] セクションに
正しい情報が指定さ
れていることを確認
します。このコント
ロールの監査の詳細
については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 セキュリティの質問
は、AWS アカウントに
登録されていることを
確認します

account-security-
questions-configured 
(Process Check)

AWS のカスタマーサー
ビスにサポートを依頼
する個人を認証する
ために使用される、セ
キュリティの質問が設
定されていることを確
認します。AWS マネジ
メントコンソールの [マ
イアカウント] セクショ
ンで、3 つのセキュリ
ティチャレンジの質問
が設定されていること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

1.4 「ルート」ユーザーの
アクセスキーが存在し
ないことを確認する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.5 MFA が「ルート」ユー
ザーで有効になってい
ることを確認する

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

1.7 管理および日常のタス
クでの「root」ユーザー
の使用を排除します

root-account-regular-use 
(Process Check)

日常的なタスクで、
ルートアカウントを
使用しないようにし
てください。IAM で
認証情報レポートを実
行し、ルートユーザー
が最後に使用された時
期を調べます。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.8 IAM パスワードポリ
シーにおいて 14 文字以
上の長さが必要になり
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.9 IAM パスワードポリ
シーはパスワードの再
使用を禁止しています

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.10 コンソールパスワード
を持っているすべての
ユーザーについて多要
素認証 (MFA) が有効
であることを確認しま
す。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

1.11 コンソールパスワード
を持つすべてのユー
ザーの初期ユーザー集
合アップ中にアクセス
キーを集合アップしな
いでください

iam-user-console-and-
api-access-at-creation 
(Process Check)

コンソールのパスワー
ドを持つすべてのユー
ザーの初期設定時に、
アクセスキーが設定
されないようにしま
す。コンソールにア
クセスできるすべて
のユーザーについて、
ユーザーの「作成時
刻」とアクセスキー
の「作成日」を比較
します。このコント
ロールの監査の詳細
については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.12 45 日間以上使用されて
いない認証情報は無効
にします。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
の値を設定する必要が
あります (CIS スタン
ダード値デフォルト: 
45)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

1.13 1 人のユーザーが使用
できるアクティブなア
クセスキーが 1 つのみ
であることを確認しま
す。

iam-user-single-access-
key (Process Check)

1 人のユーザーが使用
できるアクティブなア
クセスキーが 1 つのみ
であることを確認しま
す。すべてのユーザー
について、[Security 
Credentials] (認証情報) 
タブで IAM の各ユー
ザーに使用されてい
るアクティブなキー
が 1 つのみであること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1 
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1.14 アクセスキーは 90 日ご
とに更新します。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

1.15 ユーザーがグループを
通してのみアクセス権
を受け取るようにしま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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1.15 ユーザーがグループを
通してのみアクセス権
を受け取るようにしま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

1.15 ユーザーがグループを
通してのみアクセス権
を受け取るようにしま
す。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

1.16 完全な「*:*」管理権
限を許可する IAM ポ
リシーは作成されませ
ん。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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1.17 AWS サポートでインシ
デントを管理するため
のサポートロールが作
成されていることを確
認します。

iam-policy-in-use AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、IAM ポリシー
が適切なユーザー、
ロール、またはグルー
プに割り当てられる
ようにすることで、
アクセス許可と認可を
管理するのに役立ちま
す。これらのポリシー
を制限することは、
最小特権と職務分離
の原則も組み込まれて
います。このルールで
は、AWS Support で
のインシデント管理の
ために、policyARN を 
arn:aws:iam::aws:policy/
AWSSupportAccess に
設定することが要求さ
れます。

1.19 AWS IAM に保存され
ている期限切れの SSL/
TLS 証明書が、すべて
削除されていることを
確認します。

iam-expired-certificates 
(Process Check)

IAM に保存されている
期限切れの SSL/TLS 
証明書が、すべて削除
されていることを確認
します。AWS CLI が
インストールされて
いるコマンドライン
から「AWS iam list-
server-certificates」コ
マンドを実行し、期
限切れのサーバー証
明書があるかどうか
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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1.20 AWS IAM Access 
Analyzer が有効になっ
ていることを確認しま
す。

iam-access-analyzer-
enabled (Process 
Check)

IAM Access Analyzer 
が有効になっているこ
とを確認します。コン
ソールの [IAM] セクショ
ンで、[Access Analyzer] 
(アクセスアナライザー) 
を選択し、[STATUS] 
が [Active] (有効) に設
定されていることを確
認します。このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。

2.1.3 S3 バケットで MFA 
Delete が有効であるこ
とを確認する。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。S3バケットに多
要素認証 (MFA) 削除を
追加すると、バケット
のバージョン状態を変
更したり、オブジェク
トのバージョンを削除
したりするために、追
加の認証要素が必要に
なります。MFA 削除に
より、万が一、セキュ
リティ認証が漏洩した
り、不正なアクセスが
行われた場合でも、セ
キュリティのレイヤー
を追加することができ
ます。
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2.1.5 S3バケットに「パブ
リックアクセスをブ
ロックする (バケット設
定) 」が設定されている
ことを確認する

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

2.1.5 S3バケットに「パブ
リックアクセスをブ
ロックする (バケット設
定) 」が設定されている
ことを確認する

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

2.2.1 EBSボリュームの暗号
化が有効であることを
確認します

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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2.2.1 EBSボリュームの暗号
化が有効であることを
確認します

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

2.3.1 RDSインスタンスで暗
号化が有効であること
を確認します

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

2.3.1 RDSインスタンスで暗
号化が有効であること
を確認します

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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3.1 CloudTrail はすべての
リージョンで有効に
なっていることを確認
します

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3.3 CloudTrail ログの保存に
使用されるS3 バケット
が一般公開されていな
いことを確認します

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.3 CloudTrail ログの保存に
使用されるS3 バケット
が一般公開されていな
いことを確認します

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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3.3 CloudTrail ログの保存に
使用されるS3 バケット
が一般公開されていな
いことを確認します

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

3.4 CloudTrailトレイルが 
CloudWatchLogs と統合
されていることを確認
します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

3.6 S3 バケットアクセスロ
グ記録が CloudTrail S3 
バケットで有効になっ
ていることを確認しま
す

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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4.1 不正な API 呼び出しに
対してログメトリクス
フィルターとアラーム
が存在することを確認
します

alarm-unauthorized-api-
calls (Process Check)

不正な API コールに
対するログメトリクス
フィルターとアラー
ムが存在することを
確認します このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。

4.2 MFA を使用しないマネ
ジメントコンソールサ
インインに対してログ
メトリクスフィルター
とアラームが存在する
ことを確認します

alarm-sign-in-without-
mfa (Process Check)

多要素認証 (MFA) を
使用しない AWS マネ
ジメントコンソール
のサインインに対す
るログメトリクスフィ
ルターとアラームが
存在することを確認
します。このコント
ロールの監査の詳細
については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。

4.3 「ルート」アカウント
に対してログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します

alarm-root-account-use 
(Process Check)

ルートアカウントに対
するログメトリクス
フィルターとアラー
ムが存在することを
確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。
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4.4 MFA なしの IAM ポリ
シーの変更に対して
ログメトリクスフィ
ルターとアラームが存
在することを確認しま
す。

alarm-iam-policy-change 
(Process Check)

IAM ポリシーの変更
に対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します。このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。

4.5 CloudTrail の設定の変更
に対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します。

alarm-cloudtrail-config-
change (Process Check)

AWS CloudTrail 設定の
変更に対するログメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。

4.8 S3 バケットの変更に
対してログメトリクス
フィルターとアラーム
が存在することを確認
します

alarm-s3-bucket-policy-
change (Process Check)

Amazon S3 バケット
のポリシーの変更に
対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します。このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。

2231



AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 1 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.12 ネットワークゲート
ウェイへの変更に対す
るログメトリクスとア
ラームが存在すること
を確認します

alarm-vpc-network-
gateway-change 
(Process Check)

ネットワークゲート
ウェイへの変更に対す
るログメトリクスとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。

4.13 ルートテーブルの変更
に対してログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します

alarm-vpc-route-table-
change (Process Check)

ルートテーブルの変更
に対するログメトリ
クスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。

4.14 VPC の変更に対して
ログメトリクスフィル
ターとアラームが存在
することを確認します

alarm-vpc-change 
(Process Check)

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) の
変更に対するログメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。
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4.15 AWS Organizations の
変更に対するログメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。

alarm-organizations-
change (Process Check)

AWS Organizations の
変更に対するログメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。

5.1 ネットワーク ACL が 
0.0.0.0/0 からリモート
サーバー管理ポートへ
の侵入を許可していな
いことを確認します

nacl-no-unrestricted-
ssh-rdp

ネットワーク ACL で、
リモートサーバーの管
理ポートへのパブリッ
ク Ingress が許可されて
いないことを確認しま
す。コンソールの [VPC] 
セクションで、ソース
が「0.0.0.0/0」のネッ
トワーク ACL があり、
リモートサーバーの管
理者ポートを含むポー
トまたはポート範囲
が許可されていること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい。
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5.2 ネットワーク ACL が 
0.0.0.0/0 からリモート
サーバー管理ポートへ
の侵入を許可していな
いことを確認します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

5.2 ネットワーク ACL が 
0.0.0.0/0 からリモート
サーバー管理ポートへ
の侵入を許可していな
いことを確認します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対す
る脅威を招く可能性が
あります。このルール
では、blockedPort1～
blockedPort5 パラメー
タ (CIS標準値: 3389) を
任意に設定することが
できます。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 
1」で入手できます。
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コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、Center for Internet Security (CIS) の「Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 2」と、AWS 
マネージド Config ルール/AWS Config プロセスチェック間のマッピングの例を示します。各 Config ルー
ルが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の CIS の「Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 
2」によるコントロールに関連付けられます。CIS の「Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 2」に
よるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳
細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

プロセスチェックの詳細については、「process-checks」を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.1 現在の連絡先情報を維
持します

account-contact-details-
configured (Process 
Check)

AWS アカウントの連
絡先の E メールと電話
番号が最新のものであ
り、組織内の 1 人以上
の個人にマッピングさ
れていることを確認し
ます。コンソールの [My 
Account] (マイアカウ
ント) セクションで、
[Contact Information] 
(連絡先情報) セクショ
ンに正しい情報が指
定されていることを確
認します。このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

1.2 セキュリティの連絡先
情報が登録されている
ことを確認します。

account-security-
contact-configured 
(Process Check)

組織のセキュリティ
チームの連絡先の E 
メールと電話番号が最
新のものであることを
確認します。AWS マ
ネジメントコンソール
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の [マイアカウント] セ
クションで、[セキュ
リティ] セクションに
正しい情報が指定さ
れていることを確認
します。このコント
ロールの監査の詳細
については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

1.3 セキュリティの質問
は、AWS アカウントに
登録されていることを
確認します

account-security-
questions-configured 
(Process Check)

AWS のカスタマーサー
ビスにサポートを依頼
する個人を認証する
ために使用される、セ
キュリティの質問が設
定されていることを確
認します。AWS マネジ
メントコンソールの [マ
イアカウント] セクショ
ンで、3 つのセキュリ
ティチャレンジの質問
が設定されていること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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1.4 「ルート」ユーザーの
アクセスキーが存在し
ないことを確認する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

1.5 MFA が「ルート」ユー
ザーで有効になってい
ることを確認する

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

1.6 「ルート」ユーザーア
カウントでハードウェ
ア MFA を有効にします

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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1.7 管理および日常のタス
クでの「root」ユーザー
の使用を排除します

root-account-regular-use 
(Process Check)

日常的なタスクで、
ルートアカウントを
使用しないようにし
てください。IAM で
認証情報レポートを実
行し、ルートユーザー
が最後に使用された時
期を調べます。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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1.8 IAM パスワードポリ
シーにおいて 14 文字以
上の長さが必要になり
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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1.9 IAM パスワードポリ
シーはパスワードの再
使用を禁止しています

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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1.10 コンソールパスワード
を持っているすべての
ユーザーについて多要
素認証 (MFA) が有効
であることを確認しま
す。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

1.11 コンソールパスワード
を持つすべてのユー
ザーの初期ユーザー集
合アップ中にアクセス
キーを集合アップしな
いでください

iam-user-console-and-
api-access-at-creation 
(Process Check)

コンソールのパスワー
ドを持つすべてのユー
ザーの初期設定時に、
アクセスキーが設定
されないようにしま
す。コンソールにア
クセスできるすべて
のユーザーについて、
ユーザーの「作成時
刻」とアクセスキー
の「作成日」を比較
します。このコント
ロールの監査の詳細
については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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1.12 45 日間以上使用されて
いない認証情報は無効
にします。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
の値を設定する必要が
あります (CIS スタン
ダード値デフォルト: 
45)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

1.13 1 人のユーザーが使用
できるアクティブなア
クセスキーが 1 つのみ
であることを確認しま
す。

iam-user-single-access-
key (Process Check)

1 人のユーザーが使用
できるアクティブなア
クセスキーが 1 つのみ
であることを確認しま
す。すべてのユーザー
について、[Security 
Credentials] (認証情報) 
タブで IAM の各ユー
ザーに使用されてい
るアクティブなキー
が 1 つのみであること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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1.14 アクセスキーは 90 日ご
とに更新します。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

1.15 ユーザーがグループを
通してのみアクセス権
を受け取るようにしま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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1.15 ユーザーがグループを
通してのみアクセス権
を受け取るようにしま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

1.15 ユーザーがグループを
通してのみアクセス権
を受け取るようにしま
す。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

1.16 完全な「*:*」管理権
限を許可する IAM ポ
リシーは作成されませ
ん。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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1.17 AWS サポートでインシ
デントを管理するため
のサポートロールが作
成されていることを確
認します。

iam-policy-in-use AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、IAM ポリシー
が適切なユーザー、
ロール、またはグルー
プに割り当てられる
ようにすることで、
アクセス許可と認可を
管理するのに役立ちま
す。これらのポリシー
を制限することは、
最小特権と職務分離
の原則も組み込まれて
います。このルールで
は、AWS Support で
のインシデント管理の
ために、policyARN を 
arn:aws:iam::aws:policy/
AWSSupportAccess に
設定することが要求さ
れます。

1.18 IAM インスタンスロー
ルはインスタンスから
の AWS リソースアクセ
スに使用されることを
確認する

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-in-use.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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1.19 AWS IAM に保存され
ている期限切れの SSL/
TLS 証明書が、すべて
削除されていることを
確認します。

iam-expired-certificates 
(Process Check)

IAM に保存されている
期限切れの SSL/TLS 
証明書が、すべて削除
されていることを確認
します。AWS CLI が
インストールされて
いるコマンドライン
から「AWS iam list-
server-certificates」コ
マンドを実行し、期
限切れのサーバー証
明書があるかどうか
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

1.20 AWS IAM Access 
Analyzer が有効になっ
ていることを確認しま
す。

iam-access-analyzer-
enabled (Process 
Check)

IAM Access Analyzer 
が有効になっているこ
とを確認します。コン
ソールの [IAM] セクショ
ンで、[Access Analyzer] 
(アクセスアナライザー) 
を選択し、[STATUS] 
が [Active] (有効) に設
定されていることを確
認します。このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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1.21 マルチアカウント環
境の ID フェデレー
ションまたは AWS 
Organizations を介して
ユーザーが一元管理さ
れるようにします。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

2.1.1 すべての S3 バケットが 
encryption-at-rest を採
用していることを確認
します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

2.1.2 S3 Bucket Policy が 
HTTP リクエストを拒
否するように設定され
ていることを確認しま
す。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS 運用のベストプラクティス AWS 

基礎ベンチマーク v1.4 レベル 2 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.1.3 S3 バケットで MFA 
Delete が有効であるこ
とを確認する。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。S3バケットに多
要素認証 (MFA) 削除を
追加すると、バケット
のバージョン状態を変
更したり、オブジェク
トのバージョンを削除
したりするために、追
加の認証要素が必要に
なります。MFA 削除に
より、万が一、セキュ
リティ認証が漏洩した
り、不正なアクセスが
行われた場合でも、セ
キュリティのレイヤー
を追加することができ
ます。

2.1.5 S3バケットに「パブ
リックアクセスをブ
ロックする (バケット設
定) 」が設定されている
ことを確認する

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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2.1.5 S3バケットに「パブ
リックアクセスをブ
ロックする (バケット設
定) 」が設定されている
ことを確認する

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

2.2.1 EBSボリュームの暗号
化が有効であることを
確認します

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

2.2.1 EBSボリュームの暗号
化が有効であることを
確認します

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

2.3.1 RDSインスタンスで暗
号化が有効であること
を確認します

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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2.3.1 RDSインスタンスで暗
号化が有効であること
を確認します

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.1 CloudTrail はすべての
リージョンで有効に
なっていることを確認
します

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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3.2 CloudTrailのログファイ
ル検証が有効であるこ
とを確認する

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

3.3 CloudTrail ログの保存に
使用されるS3 バケット
が一般公開されていな
いことを確認します

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.3 CloudTrail ログの保存に
使用されるS3 バケット
が一般公開されていな
いことを確認します

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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3.3 CloudTrail ログの保存に
使用されるS3 バケット
が一般公開されていな
いことを確認します

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

3.4 CloudTrailトレイルが 
CloudWatchLogs と統合
されていることを確認
します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

3.5 AWS Config がすべて
のリージョンで有効に
なっているか確認する

config-enabled-all-
regions (Process Check)

AWS Config がすべて
の AWS リージョン
で有効になっている
か確認します。コン
ソールの AWS Config 
セクションで、有効
にした各 Region につ
いて、AWS Config レ
コーダーが正しく構
成されていることを
確認します。グロー
バル AWS リソースの
レコードが、少なくと
も 1 つのリージョンで
有効になっていること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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3.6 S3 バケットアクセスロ
グ記録が CloudTrail S3 
バケットで有効になっ
ていることを確認しま
す

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

37 CloudTrail ログは保管時
に KMS CMKs を使用し
て暗号化されているこ
とを確認します

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

3.8 カスタマー作成の CMK 
のローテーションが有
効になっていることを
確認します

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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3.9 すべての VPCs で VPC 
フローログ記録が有効
になっていることを確
認します

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

3.10 S3 バケットで書き込み
イベントのオブジェク
トレベルのログが有効
になっていることを確
認します

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

3.11 S3 バケットで書き込み
イベントのオブジェク
トレベルのログが有効
になっていることを確
認します

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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4.1 不正な API 呼び出しに
対してログメトリクス
フィルターとアラーム
が存在することを確認
します

alarm-unauthorized-api-
calls (Process Check)

不正な API コールに
対するログメトリクス
フィルターとアラー
ムが存在することを
確認します このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

4.2 MFA を使用しないマネ
ジメントコンソールサ
インインに対してログ
メトリクスフィルター
とアラームが存在する
ことを確認します

alarm-sign-in-without-
mfa (Process Check)

多要素認証 (MFA) を
使用しない AWS マネ
ジメントコンソール
のサインインに対す
るログメトリクスフィ
ルターとアラームが
存在することを確認
します。このコント
ロールの監査の詳細
については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

4.3 「ルート」アカウント
に対してログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します

alarm-root-account-use 
(Process Check)

ルートアカウントに対
するログメトリクス
フィルターとアラー
ムが存在することを
確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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4.4 MFA なしの IAM ポリ
シーの変更に対して
ログメトリクスフィ
ルターとアラームが存
在することを確認しま
す。

alarm-iam-policy-change 
(Process Check)

IAM ポリシーの変更
に対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します。このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

4.5 CloudTrail の設定の変更
に対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します。

alarm-cloudtrail-config-
change (Process Check)

AWS CloudTrail 設定の
変更に対するログメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

4.6 AWS マネジメントコン
ソールでの認証の失敗
に対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在するようにす
る

alarm-console-auth-
failures (Process Check)

AWS マネジメントコ
ンソールでの認証の
失敗に対するログメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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4.7 カスタマー作成の CMK 
の無効化またはスケ
ジュールされた削除に
対してログメトリクス
フィルターとアラーム
が存在することを確認
します

alarm-kms-disable-or-
delete-cmk (Process 
Check)

顧客によって作成され
る CMK の無効化また
はスケジュールされた
削除に対するログメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

4.8 S3 バケットの変更に
対してログメトリクス
フィルターとアラーム
が存在することを確認
します

alarm-s3-bucket-policy-
change (Process Check)

Amazon S3 バケット
のポリシーの変更に
対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します。このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

4.9 AWS Config の変更に
対してログメトリクス
フィルターとアラーム
が存在することを確認
する

alarm-aws-config-
change (Process Check)

AWS Config の変更に
対してログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを
確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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4.10 セキュリティグループ
の変更に対するメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します

alarm-vpc-secrity-group-
change (Process Check)

セキュリティグループ
の変更に対するログメ
トリクスフィルターと
アラームが存在するこ
とを確認します このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

4.11 ネットワークアクセス
コントロールリスト 
(NACL) への変更に対す
るログメトリクスとア
ラームが存在すること
を確認します

alarm-vpc-nacl-change 
(Process Check)

ネットワークアクセ
スコントロールリス
ト (NACL) への変更に
対するログメトリクス
フィルターとアラー
ムが存在することを
確認します このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

4.12 ネットワークゲート
ウェイへの変更に対す
るログメトリクスとア
ラームが存在すること
を確認します

alarm-vpc-network-
gateway-change 
(Process Check)

ネットワークゲート
ウェイへの変更に対す
るログメトリクスとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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4.13 ルートテーブルの変更
に対してログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します

alarm-vpc-route-table-
change (Process Check)

ルートテーブルの変更
に対するログメトリ
クスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

4.14 VPC の変更に対して
ログメトリクスフィル
ターとアラームが存在
することを確認します

alarm-vpc-change 
(Process Check)

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) の
変更に対するログメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

4.15 AWS Organizations の
変更に対するログメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認する

alarm-organizations-
change (Process Check)

AWS Organizations の
変更に対するログメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい
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5.1 ネットワーク ACL が 
0.0.0.0/0 からリモート
サーバー管理ポートへ
の侵入を許可していな
いことを確認します

nacl-no-unrestricted-
ssh-rdp

ネットワーク ACL で、
リモートサーバーの管
理ポートへのパブリッ
ク Ingress が許可されて
いないことを確認しま
す。コンソールの [VPC] 
セクションで、ソース
が「0.0.0.0/0」のネッ
トワーク ACL があり、
リモートサーバーの管
理者ポートを含むポー
トまたはポート範囲
が許可されていること
を確認します。このコ
ントロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

5.2 ネットワーク ACL が 
0.0.0.0/0 からリモート
サーバー管理ポートへ
の侵入を許可していな
いことを確認します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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5.2 ネットワーク ACL が 
0.0.0.0/0 からリモート
サーバー管理ポートへ
の侵入を許可していな
いことを確認します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対す
る脅威を招く可能性が
あります。このルール
では、blockedPort1～
blockedPort5 パラメー
タ (CIS標準値: 3389) を
任意に設定することが
できます。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

5.3 すべての VPC のデフォ
ルトセキュリティグ
ループがすべてのトラ
フィックを制限するよ
うにします

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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5.4 VPC ピアリングのルー
ティングテーブルが
「アクセスが最も少な
い」ことを確認します

vpc-peering-least-
access (Process Check)

VPC ピアリングのルー
ティングテーブルが
「最小限のアクセス」
になっていることを確
認します コンソール
の [VPC] セクション
で、ルートテーブルの
エントリを確認し、ピ
アリングの目的を達成
するために必要な最小
限のサブネットまたは
ホストがルーティング
可能であることを確
認します。このコン
トロールの監査の詳
細については、https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/ 
で入手可能な「CIS の 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0」のドキュ
メントを参照してくだ
さい

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 
2」で入手できます。

CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」に関する運
用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドまたはカスタムの AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、またはコスト最適化のガバナンスチェックを作成できるよう
に設計された汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコン
フォーマンスパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されてい
ません。お客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについ
て、お客様自身で評価する責任を負います。

以下に、Center for Internet Security (CIS) の「Critical Security Controls v8 IG1」と、AWS Config マネー
ジドルール間のマッピングの例を示します。各 AWS Config が特定の AWS リソースに適用され、1 つ以
上の CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」によるコントロールに関連付けられます。CIS の「Critical 
Security Controls v8 IG1」によるコントロールを、複数の AWS Config ルールに関連付けることができま
す。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CIS-AWS-v1.4-Level2.yaml
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CIS-AWS-v1.4-Level2.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使

2263

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-security-group-
attached-to-eni

このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスまたは ENI にセ
キュリティグループが
アタッチされるように
なります。このルール
は、インベントリ内の
未使用のセキュリティ
グループのモニタリン
グと環境の管理に役立
ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 認可されたソフトウェ
アが現在サポートされ
ていることを確認する

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

2.2 認可されたソフトウェ
アが現在サポートされ
ていることを確認する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

2.2 認可されたソフトウェ
アが現在サポートされ
ていることを確認する

ecs-fargate-latest-
platform-version

セキュリティの更新
やパッチは、AWS 
Fargate のタスクに自
動的にデプロイされま
す。AWS Fargate の
プラットフォームバー
ジョンに影響を与え
るセキュリティ上の
問題が見つかった場
合、AWS はそのプラッ
トフォームバージョン
にパッチを適用しま
す。AWS Fargate を実
行する Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
タスクのパッチ管理を
支援するには、サービ
スのスタンドアロンタ
スクを更新して最新の
プラットフォームバー
ジョンを使用します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

2266

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

3.4 データ保持を実施する s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 データ保持を実施する cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

4.7 企業のアセットとソフ
トウェアのデフォルト
アカウントを管理する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

2284

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.1 アカウントのインベン
トリを確立および維持
する

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.2 一意のパスワードを使
用する

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.2 一意のパスワードを使
用する

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

5.2 一意のパスワードを使
用する

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.2 一意のパスワードを使
用する

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

5.3 休眠アカウントを無効
化する

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.4 管理者権限を専用の管
理者アカウントに限定
する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

5.4 管理者権限を専用の管
理者アカウントに限定
する

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

6.4 リモートネットワーク
アクセスに対して MFA 
を要求する

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.4 リモートネットワーク
アクセスに対して MFA 
を要求する

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

6.4 リモートネットワーク
アクセスに対して MFA 
を要求する

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.5 管理者アクセスに対し
て MFA を要求する

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

7.1 脆弱性管理プロセスを
確立および維持する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1 脆弱性管理プロセスを
確立および維持する

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

7.1 脆弱性管理プロセスを
確立および維持する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

7.3 自動化されたオペレー
ティングシステムの
パッチ管理を実行する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.3 自動化されたオペレー
ティングシステムの
パッチ管理を実行する

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

7.3 自動化されたオペレー
ティングシステムの
パッチ管理を実行する

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7.4 自動化されたアプリ
ケーションパッチ管理
を実行する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.4 自動化されたアプリ
ケーションパッチ管理
を実行する

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

7.4 自動化されたアプリ
ケーションパッチ管理
を実行する

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

8.1 監査ログの管理プロセ
スを確立および維持す
る

audit-log-policy-exists 
(Process check)

組織のログ要件を定義
する、監査ログの管理
ポリシーを確立して維
持します。これには監
査ログのレビューと保
持が含まれますが、こ
れらに限定されるわけ
ではありません。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

8.2 監査ログを収集する multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

8.2 監査ログを収集する cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

8.2 監査ログを収集する cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

8.2 監査ログを収集する elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

8.2 監査ログを収集する elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

8.2 監査ログを収集する rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

8.2 監査ログを収集する redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

2298

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

8.2 監査ログを収集する codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

8.3 適切な監査ログのスト
レージを確保する

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.1 マルウェア対策ソフト
ウェアのデプロイと維
持

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

10.2 マルウェア対策の署名
の自動更新を設定する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

11.2 自動バックアップを実
行する 

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 自動バックアップを実
行する 

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

11.2 自動バックアップを実
行する 

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 自動バックアップを実
行する 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

11.2 自動バックアップを実
行する 

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 自動バックアップを実
行する 

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

11.2 自動バックアップを実
行する 

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 自動バックアップを実
行する 

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 自動バックアップを実
行する 

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

11.3 リカバリデータを保護
する

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.3 リカバリデータを保護
する

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 リカバリデータを保護
する

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.3 リカバリデータを保護
する

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

2308

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG1」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG1」で入手
できます。

CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」に関する運
用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドまたはカスタムの AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、またはコスト最適化のガバナンスチェックを作成できるよう
に設計された汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコン
フォーマンスパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されてい
ません。お客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについ
て、お客様自身で評価する責任を負います。

以下に、Center for Internet Security (CIS) の「Critical Security Controls v8 IG2」と、AWS Config マネー
ジドルール間のマッピングの例を示します。各 AWS Config が特定の AWS リソースに適用され、1 つ
以上の CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」によるコントロールに関連付けられます。CIS Critical 
Security Controls v8 IG2 によるコントロールを、複数の AWS Config ルールに関連付けることができま
す。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CIS-Critical-Security-Controls-v8-IG1.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-security-group-
attached-to-eni

このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスまたは ENI にセ
キュリティグループが
アタッチされるように
なります。このルール
は、インベントリ内の
未使用のセキュリティ
グループのモニタリン
グと環境の管理に役立
ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 認可されたソフトウェ
アが現在サポートされ
ていることを確認する

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

2.2 認可されたソフトウェ
アが現在サポートされ
ていることを確認する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

2.2 認可されたソフトウェ
アが現在サポートされ
ていることを確認する

ecs-fargate-latest-
platform-version

セキュリティの更新
やパッチは、AWS 
Fargate のタスクに自
動的にデプロイされま
す。AWS Fargate の
プラットフォームバー
ジョンに影響を与え
るセキュリティ上の
問題が見つかった場
合、AWS はそのプラッ
トフォームバージョン
にパッチを適用しま
す。AWS Fargate を実
行する Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
タスクのパッチ管理を
支援するには、サービ
スのスタンドアロンタ
スクを更新して最新の
プラットフォームバー
ジョンを使用します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.4 自動化されたソフト
ウェアインベントリ
ツールを利用する

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

2.4 自動化されたソフト
ウェアインベントリ
ツールを利用する

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

3.4 データ保持を実施する s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 データ保持を実施する cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

4.7 企業のアセットとソフ
トウェアのデフォルト
アカウントを管理する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.1 アカウントのインベン
トリを確立および維持
する

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.2 一意のパスワードを使
用する

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.2 一意のパスワードを使
用する

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

5.2 一意のパスワードを使
用する

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.2 一意のパスワードを使
用する

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

5.3 休眠アカウントを無効
化する

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.4 管理者権限を専用の管
理者アカウントに限定
する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

5.4 管理者権限を専用の管
理者アカウントに限定
する

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

5.6 アカウント管理を一元
化する

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.4 リモートネットワーク
アクセスに対して MFA 
を要求する

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

6.4 リモートネットワーク
アクセスに対して MFA 
を要求する

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.4 リモートネットワーク
アクセスに対して MFA 
を要求する

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

6.5 管理者アクセスに対し
て MFA を要求する

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

6.7 アクセスコントロール
を一元化する

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1 脆弱性管理プロセスを
確立および維持する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

7.1 脆弱性管理プロセスを
確立および維持する

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

7.1 脆弱性管理プロセスを
確立および維持する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.3 自動化されたオペレー
ティングシステムの
パッチ管理を実行する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

7.3 自動化されたオペレー
ティングシステムの
パッチ管理を実行する

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

7.3 自動化されたオペレー
ティングシステムの
パッチ管理を実行する

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.4 自動化されたアプリ
ケーションパッチ管理
を実行する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

7.4 自動化されたアプリ
ケーションパッチ管理
を実行する

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

7.4 自動化されたアプリ
ケーションパッチ管理
を実行する

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.5 内部のエンタープライ
ズアセットの脆弱性ス
キャンを自動的に実行
する

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。

8.1 監査ログの管理プロセ
スを確立および維持す
る

audit-log-policy-exists 
(Process check)

組織のログ要件を定義
する、監査ログの管理
ポリシーを確立して維
持します。これには監
査ログのレビューと保
持が含まれますが、こ
れらに限定されるわけ
ではありません。

8.2 監査ログを収集する api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

8.2 監査ログを収集する cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

8.2 監査ログを収集する cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

8.2 監査ログを収集する elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

8.2 監査ログを収集する elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

8.2 監査ログを収集する rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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8.2 監査ログを収集する s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

8.2 監査ログを収集する redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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8.2 監査ログを収集する wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

8.2 監査ログを収集する codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

8.3 適切な監査ログのスト
レージを確保する

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.5 詳細な監査ログを収集
する

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

2359

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.5 詳細な監査ログを収集
する

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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8.5 詳細な監査ログを収集
する

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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8.5 詳細な監査ログを収集
する

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

2362

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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8.5 詳細な監査ログを収集
する

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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8.7 URL リクエストの監査
ログを収集する

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

8.9 監査ログを一元管理す
る

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

8.10 監査ログを保持する s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

2364

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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8.10 監査ログを保持する cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

10.1 マルウェア対策ソフト
ウェアのデプロイと維
持

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

10.2 マルウェア対策の署名
の自動更新を設定する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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10.4 リムーバブルメディア
のマルウェア対策の自
動スキャンを設定する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

10.6 マルウェア対策ソフト
ウェアを一元管理する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

10.7 動作ベースのマルウェ
ア対策ソフトウェアを
使用する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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11.2 自動バックアップを実
行する 

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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11.2 自動バックアップを実
行する 

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

11.2 自動バックアップを実
行する 

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

11.2 自動バックアップを実
行する 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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11.2 自動バックアップを実
行する 

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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11.2 自動バックアップを実
行する 

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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11.2 自動バックアップを実
行する 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

11.2 自動バックアップを実
行する 

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 リカバリデータを保護
する

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.3 リカバリデータを保護
する

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

11.3 リカバリデータを保護
する

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.3 リカバリデータを保護
する

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

2374

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

2381

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) では、受信した
トラフィックがアベイ
ラビリティーゾーンの
複数のターゲット (EC2 
インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させま
す。高可用性を確保す
るには、ELB に複数
のアベイラビリティー
ゾーンのインスタンス
が登録されていること
を確認してください。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

13.1 セキュリティイベント
のアラートを一元化す
る

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

13.1 セキュリティイベント
のアラートを一元化す
る

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

2395

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

13.3 ネットワーク侵入検知
ソリューションをデプ
ロイする

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

13.6 ネットワークトラ
フィックのフローログ
を収集する

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

13.6 ネットワークトラ
フィックのフローログ
を収集する

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG2」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16.1 安全なアプリケーショ
ン開発プロセスを確立
および維持する

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

16.1 安全なアプリケーショ
ン開発プロセスを確立
および維持する

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースリポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

16.1 安全なアプリケーショ
ン開発プロセスを確立
および維持する

codebuild-project-
environment-privileged-
check

最小特権の原則の
実装を支援するため
に、Amazon CodeBuild 
プロジェクト環境で特
権モードが有効になっ
ていないことを確認し
てください。Docker 
API およびコンテナの基
盤となるハードウェア
への意図しないアクセ
スを防ぐため、この設
定を無効にする必要が
あります。

16.1 安全なアプリケーショ
ン開発プロセスを確立
および維持する

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16.1 安全なアプリケーショ
ン開発プロセスを確立
および維持する

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG2」で入手
できます。

CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」に関する運
用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドまたはカスタムの AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、またはコスト最適化のガバナンスチェックを作成できるよう
に設計された汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコン
フォーマンスパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されてい
ません。お客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについ
て、お客様自身で評価する責任を負います。

以下に、Center for Internet Security (CIS) の「Critical Security Controls v8 IG3」と、AWS Config マネー
ジドルール間のマッピングの例を示します。各 AWS Config が特定の AWS リソースに適用され、1 つ以
上の CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」によるコントロールに関連付けられます。CIS の「Critical 
Security Controls v8 IG3」によるコントロールを、複数の AWS Config ルールに関連付けることができま
す。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CIS-Critical-Security-Controls-v8-IG2.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

1.1 詳細なエンタープライ
ズアセットインベント
リを確立して維持する

ec2-security-group-
attached-to-eni

このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスまたは ENI にセ
キュリティグループが
アタッチされるように
なります。このルール
は、インベントリ内の
未使用のセキュリティ
グループのモニタリン
グと環境の管理に役立
ちます。

2.2 認可されたソフトウェ
アが現在サポートされ
ていることを確認する

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 認可されたソフトウェ
アが現在サポートされ
ていることを確認する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

2.2 認可されたソフトウェ
アが現在サポートされ
ていることを確認する

ecs-fargate-latest-
platform-version

セキュリティの更新
やパッチは、AWS 
Fargate のタスクに自
動的にデプロイされま
す。AWS Fargate の
プラットフォームバー
ジョンに影響を与え
るセキュリティ上の
問題が見つかった場
合、AWS はそのプラッ
トフォームバージョン
にパッチを適用しま
す。AWS Fargate を実
行する Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
タスクのパッチ管理を
支援するには、サービ
スのスタンドアロンタ
スクを更新して最新の
プラットフォームバー
ジョンを使用します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.4 自動化されたソフト
ウェアインベントリ
ツールを利用する

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

2.4 自動化されたソフト
ウェアインベントリ
ツールを利用する

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

3.3 データのアクセスコン
トロールリストを設定
する

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

3.4 データ保持を実施する s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 データ保持を実施する cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.10 転送時に機密データを
暗号化する

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

3.11 保管中の機密データを
暗号化する

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.14 機密データへのアクセ
スをログに記録する

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 安全な設定プロセスを
確立および維持する

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4.6 エンタープライズア
セットとソフトウェア
を安全に管理する

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

4.7 企業のアセットとソフ
トウェアのデフォルト
アカウントを管理する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.1 アカウントのインベン
トリを確立および維持
する

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.2 一意のパスワードを使
用する

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.2 一意のパスワードを使
用する

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

5.2 一意のパスワードを使
用する

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.2 一意のパスワードを使
用する

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

5.3 休眠アカウントを無効
化する

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.4 管理者権限を専用の管
理者アカウントに限定
する

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

5.4 管理者権限を専用の管
理者アカウントに限定
する

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

5.6 アカウント管理を一元
化する

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.4 リモートネットワーク
アクセスに対して MFA 
を要求する

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

6.4 リモートネットワーク
アクセスに対して MFA 
を要求する

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.4 リモートネットワーク
アクセスに対して MFA 
を要求する

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

6.5 管理者アクセスに対し
て MFA を要求する

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

6.7 アクセスコントロール
を一元化する

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1 脆弱性管理プロセスを
確立および維持する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

7.1 脆弱性管理プロセスを
確立および維持する

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

7.1 脆弱性管理プロセスを
確立および維持する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.3 自動化されたオペレー
ティングシステムの
パッチ管理を実行する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

7.3 自動化されたオペレー
ティングシステムの
パッチ管理を実行する

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

7.3 自動化されたオペレー
ティングシステムの
パッチ管理を実行する

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.4 自動化されたアプリ
ケーションパッチ管理
を実行する

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

7.4 自動化されたアプリ
ケーションパッチ管理
を実行する

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

7.4 自動化されたアプリ
ケーションパッチ管理
を実行する

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.5 内部のエンタープライ
ズアセットの脆弱性ス
キャンを自動的に実行
する

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。

8.1 監査ログの管理プロセ
スを確立および維持す
る

audit-log-policy-exists 
(Process check)

組織のログ要件を定義
する、監査ログの管理
ポリシーを確立して維
持します。これには監
査ログのレビューと保
持が含まれますが、こ
れらに限定されるわけ
ではありません。

8.2 監査ログを収集する api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

8.2 監査ログを収集する cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

8.2 監査ログを収集する cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

8.2 監査ログを収集する elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

8.2 監査ログを収集する elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

8.2 監査ログを収集する rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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8.2 監査ログを収集する s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

8.2 監査ログを収集する redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2 監査ログを収集する wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

8.2 監査ログを収集する codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

8.3 適切な監査ログのスト
レージを確保する

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.5 詳細な監査ログを収集
する

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.5 詳細な監査ログを収集
する

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.5 詳細な監査ログを収集
する

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.5 詳細な監査ログを収集
する

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.5 詳細な監査ログを収集
する

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

8.5 詳細な監査ログを収集
する

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.7 URL リクエストの監査
ログを収集する

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

8.9 監査ログを一元管理す
る

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

8.10 監査ログを保持する s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.10 監査ログを保持する cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

10.1 マルウェア対策ソフト
ウェアのデプロイと維
持

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

10.2 マルウェア対策の署名
の自動更新を設定する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

2457

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.4 リムーバブルメディア
のマルウェア対策の自
動スキャンを設定する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

10.6 マルウェア対策ソフト
ウェアを一元管理する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

10.7 動作ベースのマルウェ
ア対策ソフトウェアを
使用する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 自動バックアップを実
行する 

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 
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11.2 自動バックアップを実
行する 

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

11.2 自動バックアップを実
行する 

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

11.2 自動バックアップを実
行する 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 自動バックアップを実
行する 

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 自動バックアップを実
行する 

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 自動バックアップを実
行する 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

11.2 自動バックアップを実
行する 

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

11.2 自動バックアップを実
行する 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 リカバリデータを保護
する

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.3 リカバリデータを保護
する

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

11.3 リカバリデータを保護
する

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.3 リカバリデータを保護
する

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

11.4 リカバリデータの独立
したインスタンスを確
立して維持する 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.2 安全なネットワーク
アーキテクチャを確立
および維持する

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) では、受信した
トラフィックがアベイ
ラビリティーゾーンの
複数のターゲット (EC2 
インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させま
す。高可用性を確保す
るには、ELB に複数
のアベイラビリティー
ゾーンのインスタンス
が登録されていること
を確認してください。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

2484

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.3 ネットワークインフラ
ストラクチャを安全に
管理する

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

2486

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.6 安全なネットワーク管
理と通信プロトコルを
使用する 

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

13.1 セキュリティイベント
のアラートを一元化す
る

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

13.1 セキュリティイベント
のアラートを一元化す
る

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

13.3 ネットワーク侵入検知
ソリューションをデプ
ロイする

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

13.6 ネットワークトラ
フィックのフローログ
を収集する

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

13.6 ネットワークトラ
フィックのフローログ
を収集する

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

13.10 アプリケーションレイ
ヤーのフィルタリング
を実行する

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

16.1 安全なアプリケーショ
ン開発プロセスを確立
および維持する

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

16.1 安全なアプリケーショ
ン開発プロセスを確立
および維持する

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースリポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16.1 安全なアプリケーショ
ン開発プロセスを確立
および維持する

codebuild-project-
environment-privileged-
check

最小特権の原則の
実装を支援するため
に、Amazon CodeBuild 
プロジェクト環境で特
権モードが有効になっ
ていないことを確認し
てください。Docker 
API およびコンテナの基
盤となるハードウェア
への意図しないアクセ
スを防ぐため、この設
定を無効にする必要が
あります。

16.1 安全なアプリケーショ
ン開発プロセスを確立
および維持する

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

16.1 安全なアプリケーショ
ン開発プロセスを確立
および維持する

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

16.12 コードレベルのセキュ
リティチェックを実装
する

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Critical Security Controls v8 IG3」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16.12 コードレベルのセキュ
リティチェックを実装
する

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースリポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

16.12 コードレベルのセキュ
リティチェックを実装
する

codebuild-project-
environment-privileged-
check

最小特権の原則の
実装を支援するため
に、Amazon CodeBuild 
プロジェクト環境で特
権モードが有効になっ
ていないことを確認し
てください。Docker 
API およびコンテナの基
盤となるハードウェア
への意図しないアクセ
スを防ぐため、この設
定を無効にする必要が
あります。

16.12 コードレベルのセキュ
リティチェックを実装
する

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

16.12 コードレベルのセキュ
リティチェックを実装
する

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG3」で入手
できます。

CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティ
ス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、Center for Internet Security (CIS) の「Top 20 Critical Security Controls」と、AWS マネージド 
Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ
以上の CIS の「Top 20」によるコントロールに関連付けられます。CIS の「Top 20」によるコントロール
を、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダン
スについては、以下の表を参照してください。

このコンフォーマンスパックは、AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS) によって検証されま
した。SAS は、Payment Card Industry Qualified Security Assessors (QSA)、HITRUST Certified Common 
Security Framework Practitioners (CCSFP)、およびコンプライアンスの専門家からなる、さまざまな業界
のフレームワークにガイダンスと評価を提供することを認定されたチームです。AWSこのコンフォーマン
スパックは、SAS プロフェッショナルによって、お客様が CIS の「Top 20」の設計原則のサブ集合に対応
できるよう設計されました。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.2 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

CIS.2 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CIS-Critical-Security-Controls-v8-IG3.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス
や手順で要求されているかどう
かを確認します。

CIS.2 ec2-security-group-attached-to-
eni

このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスまたは ENI に
セキュリティグループがアタッ
チされるようになります。この
ルールは、インベントリ内の未
使用のセキュリティグループの
モニタリングと環境の管理に役
立ちます。

CIS.2 ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。

CIS.2 ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

CIS.2 eip-attached このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた Elastic 
IP が、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インス
タンスまたは使用中の Elastic 
Network Interface にアタッチさ
れるようになります。このルー
ルは、環境内の未使用の EIP を
モニタリングするのに役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.3 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

CIS.3 guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

CIS.3 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.4 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

CIS.4 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

CIS.4 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されてい
ることを確認します。代わりに
ロールベースの AWS アカウント 
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

CIS.4 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、最も権限の
ある AWS アカウント のユー
ザーです。MFA は、サインイ
ン認証情報に更なる保護手段
を追加します。ルートユーザー
に MFA を要求することによ
り、AWS アカウント が侵害され
るインシデントを減らすことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.4 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、最も権限のある AWS ア
カウント のユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ント が侵害されるインシデント
を減らすことができます。

CIS.4 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

CIS.5 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.5 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

CIS.5 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かを確認します。

CIS.5 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.5 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

CIS.6 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

CIS.6 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail のデー
タを含めることで、AWS アカウ
ント の API コールのアクティビ
ティの詳細がわかります。

CIS.6 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マネジ
メントコンソールのアクション
と API コールを記録するため、
非否認の際に役立ちます。AWS 
のサービスを呼び出したユー
ザーと AWS アカウント、通話
が発生した送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特定できま
す。キャプチャされたデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容に表示されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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CIS.6 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail ログファイルの
検証を使用して、CloudTrail ログ
の整合性をチェックします。ロ
グファイルの検証は、CloudTrail 
がログファイルを配信した後に
変更されたか、削除されたか、
変更されていないかを判断する
のに役立ちます。この機能は、
業界標準のアルゴリズムを使
用して構築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデジタル署
名用の RSA を備えた SHA-256。
これにより、CloudTrail ログファ
イルを検出せずに変更、削除、
または偽造することは計算上実
行不可能になります。

CIS.6 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウント の情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

CIS.6 cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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CIS.6 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

CIS.6 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

CIS.6 guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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CIS.6 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョン から S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

CIS.6 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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CIS.6 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

CIS.6 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

CIS.6 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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CIS.8 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

CIS.9 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

CIS.9 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

CIS.9 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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CIS.9 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

CIS.9 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

CIS.9 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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CIS.9 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。Amazon VPC 内に存在する
ドメインは論理的に隔離されて
いるため、パブリックエンドポ
イントを使用するドメインより
も多くのセキュリティレイヤー
が追加されています。Amazon 
EC2 インスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アクセスを適
切に管理します。

CIS.9 internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

CIS.9 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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CIS.9 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

CIS.9 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

CIS.9 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

CIS.9 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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CIS.9 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

CIS.9 s3-account-level-public-access-
blocks

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

CIS.9 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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CIS.9 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

CIS.9 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

CIS.9 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

CIS.9 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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CIS.10 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

CIS.10 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。

CIS.10 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

CIS.10 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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CIS.10 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

CIS.11 ec2-security-group-attached-to-
eni

このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスまたは ENI に
セキュリティグループがアタッ
チされるようになります。この
ルールは、インベントリ内の未
使用のセキュリティグループの
モニタリングと環境の管理に役
立ちます。

CIS.11 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

CIS.11 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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CIS.11 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

CIS.11 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

CIS.12 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

CIS.12 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

2511

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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CIS.12 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

CIS.12 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

CIS.12 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

CIS.12 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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CIS.12 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

CIS.12 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。Amazon VPC 内に存在する
ドメインは論理的に隔離されて
いるため、パブリックエンドポ
イントを使用するドメインより
も多くのセキュリティレイヤー
が追加されています。Amazon 
EC2 インスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アクセスを適
切に管理します。

CIS.12 internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

CIS.12 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

2513
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CIS.12 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

CIS.12 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

CIS.12 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

CIS.12 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。
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CIS.12 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

CIS.12 s3-account-level-public-access-
blocks

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

CIS.12 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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CIS.12 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

CIS.12 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

CIS.12 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

CIS.12 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.12 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

CIS.13 acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

CIS.13 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

CIS.13 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するに
は、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

CIS.13 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
証跡の暗号化を有効にして保管
中のデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.13 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

CIS.13 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

CIS.13 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

CIS.13 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

CIS.13 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

CIS.13 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.13 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

CIS.13 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

CIS.13 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

CIS.13 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.13 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

CIS.13 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

CIS.13 s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。

CIS.13 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.13 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

CIS.13 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

CIS.13 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

CIS.13 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.14 acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

CIS.14 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

CIS.14 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するに
は、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

CIS.14 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
証跡の暗号化を有効にして保管
中のデータを保護します。

CIS.14 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

CIS.14 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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CIS.14 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

CIS.14 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

CIS.14 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

CIS.14 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

CIS.14 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

CIS.14 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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CIS.14 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

CIS.14 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

CIS.14 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

CIS.14 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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CIS.14 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

CIS.14 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

CIS.14 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

CIS.14 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

CIS.14 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.14 s3-account-level-public-access-
blocks

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

CIS.14 s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。

CIS.14 s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

CIS.14 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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CIS.14 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

CIS.14 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

CIS.14 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

CIS.14 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

CIS.14 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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CIS.14 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

CIS.16 access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。

CIS.16 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マネジ
メントコンソールのアクション
と API コールを記録するため、
非否認の際に役立ちます。AWS 
のサービスを呼び出したユー
ザーと AWS アカウント、通話
が発生した送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特定できま
す。キャプチャされたデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容に表示されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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CIS.16 cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

CIS.16 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

CIS.16 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.16 guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

CIS.16 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づいて
発行、管理、検証されます。こ
れらの ID と認証情報は、NIST 
SP 800-63 およびインターネッ
トセキュリティセンター (CIS) 
の AWS Foundations Benchmark 
で規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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CIS.16 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

CIS.16 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されてい
ることを確認します。代わりに
ロールベースの AWS アカウント 
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

CIS.16 iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

CIS.16 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有
効になります。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに更なる保
護手段を追加します。ユーザー
に MFA を要求することで、アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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CIS.16 iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

CIS.16 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

CIS.16 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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CIS.16 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、最も権限の
ある AWS アカウント のユー
ザーです。MFA は、サインイ
ン認証情報に更なる保護手段
を追加します。ルートユーザー
に MFA を要求することによ
り、AWS アカウント が侵害され
るインシデントを減らすことが
できます。

CIS.16 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、最も権限のある AWS ア
カウント のユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追加しま
す。ルートユーザーに MFA を要
求することにより、AWS アカウ
ント が侵害されるインシデント
を減らすことができます。

CIS.16 secretsmanager-rotation-
enabled-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager シークレットでロー
テーションが有効にされます。
シークレットを定期的にロー
テーションすることで、シーク
レットがアクティブになる期間
が短縮され、シークレットが侵
害された場合のビジネスへの影
響が軽減される可能性がありま
す。

CIS.16 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager のシークレットがロー
テーションスケジュールに従っ
て正常にローテーションされ
るようになります。シークレッ
トを定期的にローテーションす
ることで、シークレットがアク
ティブになる期間が短縮され、
シークレットが侵害された場合
のビジネスへの影響が軽減され
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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CIS.16 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

CIS.18 codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。

CIS.18 codebuild-project-source-repo-
url-check

GitHub または Bitbucket のソー
スリポジトリの URL に、AWS 
Codebuild プロジェクト環境内の
個人用のアクセストークン、サ
インイン認証情報が含まれてい
ないことを確認します。GitHub 
または Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与するに
は、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではな
く、OAuth を使用します。

CIS.19 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CIS の「Top 20」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CIS.19 guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

CIS.19 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

CIS.2 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CIS Top 20」で入手できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラク
ティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下は、Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) の Cyber Essentials (CE) と AWS マネー
ジド Config のルール間のマッピングの例です。各 AWS Config ルールが特定の AWS リソースに適用さ
れ、1 つまたは複数の「CISA CE」によるコントロールに関連付けられます。CISA CE コントロールは、
複数の AWS Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダ
ンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

Your Staff-1 (お客様のス
タッフ-1)

従業員がオンラインで
適切な選択をするよう
に奨励するため、意識
を高める文化を育成し
ます。

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

Your Staff-2 (お客様のス
タッフ-2)

フィッシングやビジネ
スメールの侵害などの
リスクについて学習し
ます。XXXXX。

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

Your Staff-3 (お客様のス
タッフ-3)

現在の脅威環境に対し
て常に警戒し、サイ
バーセキュリティの傾
向に迅速に対応するた
めに、教訓や報告を受
けたイベントを活用し
て、サイバーセキュリ
ティに関連する現在の
イベントに対する認識
を維持します。

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

Your Staff-4 (お客様のス
タッフ-4)

基本的なサイバーセ
キュリティトレーニ
ングを活用して、サイ
バーセキュリティの概
念、用語、サイバーセ
キュリティのベストプ
ラクティスの実装に関
連する活動について理
解を深めます。

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

Your Staff-5 (お客様のス
タッフ-5)

職能団体、学術機関、
民間部門、政府機関
を通じて利用可能なト
レーニングリソースを
特定します。 

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

Your Systems-1 お客様のネットワーク
に誰がいるのかを知
る。ハードウェアとソ
フトウェア資産のイン
ベントリーを維持し、
何が有効で、何が攻撃
のリスクにさらされて
いるかを把握する。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

Your Systems-1 お客様のネットワーク
に誰がいるのかを知
る。ハードウェアとソ
フトウェア資産のイン
ベントリーを維持し、
何が有効で、何が攻撃
のリスクにさらされて
いるかを把握する。

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

Your Systems-1 お客様のネットワーク
に誰がいるのかを知
る。ハードウェアとソ
フトウェア資産のイン
ベントリーを維持し、
何が有効で、何が攻撃
のリスクにさらされて
いるかを把握する。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

Your Systems-1 お客様のネットワーク
に誰がいるのかを知
る。ハードウェアとソ
フトウェア資産のイン
ベントリーを維持し、
何が有効で、何が攻撃
のリスクにさらされて
いるかを把握する。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

Your Systems-1 お客様のネットワーク
に誰がいるのかを知
る。ハードウェアとソ
フトウェア資産のイン
ベントリーを維持し、
何が有効で、何が攻撃
のリスクにさらされて
いるかを把握する。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

Your Systems-1 お客様のネットワーク
に誰がいるのかを知
る。ハードウェアとソ
フトウェア資産のイン
ベントリーを維持し、
何が有効で、何が攻撃
のリスクにさらされて
いるかを把握する。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

Your Systems-1 お客様のネットワーク
に誰がいるのかを知
る。ハードウェアとソ
フトウェア資産のイン
ベントリーを維持し、
何が有効で、何が攻撃
のリスクにさらされて
いるかを把握する。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-2 すべての OS とサード
パーティソフトウェア
の自動アップデートを
活用する。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

お客様のシステム-2 すべての OS とサード
パーティソフトウェア
の自動アップデートを
活用する。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

お客様のシステム-2 すべての OS とサード
パーティソフトウェア
の自動アップデートを
活用する。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-2 すべての OS とサード
パーティソフトウェア
の自動アップデートを
活用する。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースリポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

opensearch-data-node-
fault-tolerance

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) では、高可用
性と耐障害性のため
に少なくとも 3 つの
データノードが必要で
す。少なくとも 3 つ
のデータノードを持つ 
OpenSearch Service 
ドメインをデプロイす
ると、ノードに障害が
発生した場合のクラス
ターオペレーションが
確実になります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

2554

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

secretsmanager-secret-
periodic-rotation

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレッ
トで定期的なローテー
ションが有効にされ
ます。シークレットを
定期的にローテーショ
ンすることで、シーク
レットがアクティブに
なる期間が短縮され、
シークレットが侵害
された場合のビジネス
への影響が軽減される
可能性があります。デ
フォルト値は 90 日で
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

secretsmanager-secret-
unused

AWS Secrets Manager 
に未使用の認証情報が
存在する場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、unusedForDays 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

お客様のシステム-3 すべてのハードウェア
およびソフトウェア資
産にセキュリティ設定
を実施する。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のシステム-4 サポートされていな
い、または許可されて
いないハードウェアや
ソフトウェアをシステ
ムから削除します。 

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

お客様の周囲環境-1 お客様のネットワーク
に誰がいるのかを知
る。ネットワーク接続 
(ユーザー、ベンダー、
ビジネスパートナーな
ど) のインベントリーを
維持してください。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

お客様の周囲環境-1 お客様のネットワーク
に誰がいるのかを知
る。ネットワーク接続 
(ユーザー、ベンダー、
ビジネスパートナーな
ど) のインベントリーを
維持してください。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様の周囲環境-1 お客様のネットワーク
に誰がいるのかを知
る。ネットワーク接続 
(ユーザー、ベンダー、
ビジネスパートナーな
ど) のインベントリーを
維持してください。

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。

Your Surroundings-2 特権ユーザー、管理者
ユーザー、リモートア
クセスユーザーをはじ
め、すべてのユーザー
に対して多要素認証を
活用する。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

Your Surroundings-2 特権ユーザー、管理者
ユーザー、リモートア
クセスユーザーをはじ
め、すべてのユーザー
に対して多要素認証を
活用する。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

Your Surroundings-2 特権ユーザー、管理者
ユーザー、リモートア
クセスユーザーをはじ
め、すべてのユーザー
に対して多要素認証を
活用する。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

Your Surroundings-2 特権ユーザー、管理者
ユーザー、リモートア
クセスユーザーをはじ
め、すべてのユーザー
に対して多要素認証を
活用する。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

お客様の周囲環境-3 必要最小限の権限に基
づき、アクセス権限と
管理者権限を付与しま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様の周囲環境-3 必要最小限の権限に基
づき、アクセス権限と
管理者権限を付与しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

お客様の周囲環境-3 必要最小限の権限に基
づき、アクセス権限と
管理者権限を付与しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

お客様の周囲環境-3 必要最小限の権限に基
づき、アクセス権限と
管理者権限を付与しま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様の周囲環境-3 必要最小限の権限に基
づき、アクセス権限と
管理者権限を付与しま
す。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

お客様の周囲環境-3 必要最小限の権限に基
づき、アクセス権限と
管理者権限を付与しま
す。

secretsmanager-secret-
unused

AWS Secrets Manager 
に未使用の認証情報が
存在する場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、unusedForDays 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様の周囲環境-3 必要最小限の権限に基
づき、アクセス権限と
管理者権限を付与しま
す。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様の周囲環境-4 すべてのユーザーに一
意のパスワードを活用
します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

お客様のデータ-1 お客様のデータがどの
ように保護されている
か、ご覧ください。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースリポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

お客様のデータ-2 ネットワークと境界の
コンポーネント、ホ
ストとデバイスのコン
ポーネント、静止デー
タと転送中のデータ、
ユーザーの行動アク
ティビティを管理しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-3 ドメインネームシステ
ムの保護。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様のデータ-4 主要システムの定期的
な自動バックアップと
冗長化を確立します。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

お客様のデータ-5 物理的なセキュリ
ティ、暗号化、オフラ
インコピーなど、バッ
クアップのための保護
機能を活用します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

お客様のデータ-5 物理的なセキュリ
ティ、暗号化、オフラ
インコピーなど、バッ
クアップのための保護
機能を活用します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

お客様の危機管理-2 攻撃を検知し、伝達
し、封じ込めるための
内部報告体制の整備を
リードします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

お客様の危機管理-2 攻撃を検知し、伝達
し、封じ込めるための
内部報告体制の整備を
リードします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-1

重要なデータやシステ
ム構成を自動的かつ継
続的にバックアップす
るソリューションを採
用します。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-2

可能な限り、システム
へのアクセスに多要
素認証 (MFA) を要求
します。 MFA はすべ
てのユーザーに必要
ですが、まずは特権
ユーザー、管理者ユー
ザー、リモートアクセ
スユーザーから始めま
しょう。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-2

可能な限り、システム
へのアクセスに多要
素認証 (MFA) を要求
します。 MFA はすべ
てのユーザーに必要
ですが、まずは特権
ユーザー、管理者ユー
ザー、リモートアクセ
スユーザーから始めま
しょう。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-2

可能な限り、システム
へのアクセスに多要
素認証 (MFA) を要求
します。 MFA はすべ
てのユーザーに必要
ですが、まずは特権
ユーザー、管理者ユー
ザー、リモートアクセ
スユーザーから始めま
しょう。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CISA サイバーエッセンシャル 運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-2

可能な限り、システム
へのアクセスに多要
素認証 (MFA) を要求
します。 MFA はすべ
てのユーザーに必要
ですが、まずは特権
ユーザー、管理者ユー
ザー、リモートアクセ
スユーザーから始めま
しょう。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-3

可能な限り、自動アッ
プデートを有効にす
る。サポートされてい
ない OS、アプリケー
ション、ハードウェア
を交換する。パッチの
テストとデプロイを迅
速に行います。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-3

可能な限り、自動アッ
プデートを有効にす
る。サポートされてい
ない OS、アプリケー
ション、ハードウェア
を交換する。パッチの
テストとデプロイを迅
速に行います。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-3

可能な限り、自動アッ
プデートを有効にす
る。サポートされてい
ない OS、アプリケー
ション、ハードウェア
を交換する。パッチの
テストとデプロイを迅
速に行います。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

ブートアップ: 最初にや
るべきこと-3

可能な限り、自動アッ
プデートを有効にす
る。サポートされてい
ない OS、アプリケー
ション、ハードウェア
を交換する。パッチの
テストとデプロイを迅
速に行います。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CISA Cyber Essentials」で入手できます。

Criminal Justice Information Services (CJIS) の運用の
ベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CISA-Cyber-Essentials.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、Criminal Justice Information Services (CJIS) のコンプライアンス要件と AWS マネージド Config 
ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つまたは
複数の CJIS によるコントロールに関連付けられます。CJIS によるコントロールを、複数の Config ルール
に関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表
を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン)、アジア
パシフィック (香港) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン 
(リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.2 セキュリティ意識向上
トレーニング

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

5.3 インシデントへの対応 response-plan-exists-
maintained (Process 
Check)

インシデント対応計画
が確立および維持さ
れ、責任者に配布され
ていることを確認しま
す。正式にドキュメン
ト化された更新済みの
対応計画を用意するこ
とで、対応する担当者
がインシデントの発生
中に従うべき役割、責
任、プロセスを理解す
ることができます。

5.3 インシデントへの対応 response-plan-tested 
(Process Check)

インシデント対応と復
旧計画がテスト済み
であることを確認し
ます。これにより、イ
ンシデント発生時に計
画が有効であるか、
ギャップや更新に対処
する必要があるかどう
かを理解することがで
きます。

5.4 監査と説明責任 audit-log-policy-exists 
(Process check)

組織のログ要件を定義
する、監査ログの管理
ポリシーを確立して維
持します。これには監
査ログのレビューと保
持が含まれますが、こ
れらに限定されるわけ
ではありません。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

2640

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

codebuild-project-s3-
logs-encrypted

機密性のある保管中
のデータを保護するた
め、Amazon S3 に保存
された AWS CodeBuild 
ログで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

5.4.1 監査可能なイベントと
コンテンツ (情報システ
ム)

redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。

5.4.5 監査情報の保護 cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

5.4.5 監査情報の保護 cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.4.5 監査情報の保護 codebuild-project-s3-
logs-encrypted

機密性のある保管中
のデータを保護するた
め、Amazon S3 に保存
された AWS CodeBuild 
ログで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

5.4.6 監査記録の保持 cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

5.4.6 監査記録の保持 s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.5.2 アクセスの実施 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

5.5.2 アクセスの実施 account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
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5.5.2 アクセスの実施 iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

5.5.2 アクセスの実施 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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5.5.2 アクセスの実施 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的なセ
キュリティのベストプ
ラクティス標準で規定
されているパスワード
強度の要件を満たして
います。このルールで
は、オプションで IAM 
パスワードポリシーに 
RequireUppercaseCharacters 
(CJIS 値: 
false)、RequireLowercaseCharacters 
(CJIS 値: 
false)、RequireSymbols 
(CJIS 値: 
false)、RequireNumbers 
(CJIS 値: 
false)、MinimumPasswordLength 
(CJIS 値: 
8)、PasswordReusePrevention 
(CJIS 値: 
10)、MaxPasswordAge 
(CJIS 値: 90) を設定
できます。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

5.5.2 アクセスの実施 iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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5.5.2 アクセスの実施 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

5.5.2 アクセスの実施 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

5.5.2 アクセスの実施 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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5.5.2 アクセスの実施 iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

5.5.2 アクセスの実施 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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5.5.2 アクセスの実施 mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

5.5.2 アクセスの実施 rds-instance-iam-
authentication-enabled

システムとアセット
へのアクセスを制御
するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
で AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) 認証が有効になっ
ていることを確認しま
す。これにより、デー
タベースに出入りす
るネットワークトラ
フィックが、Secure 
Sockets Layer (SSL) 
を使用して暗号化され
るようになります。認
証は外部で管理される
ため、ユーザー認証情
報をデータベースに保
存する必要はありませ
ん。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-iam-authentication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.5.2 アクセスの実施 s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

5.5.2.1 最小特権 codebuild-project-
environment-privileged-
check

最小特権の原則の
実装を支援するため
に、Amazon CodeBuild 
プロジェクト環境で特
権モードが有効になっ
ていないことを確認し
てください。Docker 
API およびコンテナの基
盤となるハードウェア
への意図しないアクセ
スを防ぐため、この設
定を無効にする必要が
あります。

5.5.2.1 最小特権 ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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5.5.2.1 最小特権 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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5.5.2.1 最小特権 iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

5.5.2.1 最小特権 iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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5.5.2.1 最小特権 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

5.5.2.1 最小特権 iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

5.5.2.1 最小特権 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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5.5.2.1 最小特権 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

5.5.2.1 最小特権 ecs-containers-
nonprivileged

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) タスク定
義では拡張された特権
を有効にしないでくだ
さい。このパラメータ
が true のとき、コンテ
ナには、ホストコンテ
ナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス
権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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5.5.2.1 最小特権 ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

5.5.2.1 最小特権 ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。

5.5.2.1 最小特権 efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
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Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.5.2.1 最小特権 secretsmanager-secret-
unused

AWS Secrets Manager 
に未使用の認証情報が
存在する場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、unusedForDays 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

5.5.6 リモートアクセス vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.5.6 リモートアクセス restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

5.6.2.1.1 [Password] (パスワード) iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的なセ
キュリティのベストプ
ラクティス標準で規定
されているパスワード
強度の要件を満たして
います。このルールで
は、オプションで IAM 
パスワードポリシーに 
RequireUppercaseCharacters 
(CJIS 値: 
false)、RequireLowercaseCharacters 
(CJIS 値: 
false)、RequireSymbols 
(CJIS 値: 
false)、RequireNumbers 
(CJIS 値: 
false)、MinimumPasswordLength 
(CJIS 値: 
8)、PasswordReusePrevention 
(CJIS 値: 
10)、MaxPasswordAge 
(CJIS 値: 90) を設定
できます。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.6.2.2 高度な認証 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

5.6.2.2 高度な認証 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.6.2.2 高度な認証 mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

5.6.2.2 高度な認証 root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.6.2.2 高度な認証 root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

5.6.3.1 識別子の管理 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

5.7.1.1 最小の機能 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

5.7.1.1 最小の機能 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

5.7.1.1 最小の機能 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

5.7.1.1 最小の機能 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

5.7.1.1 最小の機能 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

5.7.1.1 最小の機能 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

5.7.1.1 最小の機能 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

5.7.1.1 最小の機能 no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

5.7.1.1 最小の機能 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

5.7.1.1 最小の機能 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

2670

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

5.7.1.1 最小の機能 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

5.7.1.1 最小の機能 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

5.7.1.1 最小の機能 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

5.7.1.1 最小の機能 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

5.7.1.1 最小の機能 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.7.1.1 最小の機能 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

5.7.1.1 最小の機能 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。

5.10 システムと通信の保護
と情報の整合性

waf-regional-webacl-not-
empty

AWS WAF にアタッチ
されたウェブ ACL に
は、ウェブリクエス
トを検査および制御す
る、ルールおよびルー
ルグループのコレク
ションを含めることが
できます。ウェブ ACL 
が空の場合、ウェブト
ラフィックは、WAF に
よる検出または処理な
しに通過します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10.1 情報フローの実施 alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5.10.1 情報フローの実施 alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

5.10.1 情報フローの実施 elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5.10.1 情報フローの実施 elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10.1 情報フローの実施 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

5.10.1 情報フローの実施 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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5.10.1 情報フローの実施 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

5.10.1 情報フローの実施 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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5.10.1 情報フローの実施 acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

5.10.1 情報フローの実施 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

5.10.1 情報フローの実施 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

2683

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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5.10.1 情報フローの実施 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

5.10.1 情報フローの実施 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

5.10.1 情報フローの実施 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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5.10.1 情報フローの実施 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

5.10.1 情報フローの実施 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

2685

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10.1 情報フローの実施 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

5.10.1 情報フローの実施 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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5.10.1 情報フローの実施 opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5.10.1 情報フローの実施 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

5.10.1 情報フローの実施 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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5.10.1 情報フローの実施 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

5.10.1 情報フローの実施 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

5.10.1 情報フローの実施 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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5.10.1 情報フローの実施 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

5.10.1 情報フローの実施 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

5.10.1 情報フローの実施 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 
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5.10.1 情報フローの実施 vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

5.10.1.1 境界保護 alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

5.10.1.1 境界保護 alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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5.10.1.1 境界保護 api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

5.10.1.1 境界保護 elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5.10.1.1 境界保護 guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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5.10.1.1 境界保護 guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

5.10.1.1 境界保護 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

5.10.1.1 境界保護 opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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5.10.1.1 境界保護 waf-regional-rule-not-
empty

AWS WAF に空でない
ルールがあることを確
認します。条件のない
ルールは、意図しない
動作を引き起こす可能
性があります。

5.10.1.1 境界保護 waf-regional-rulegroup-
not-empty

AWS WAF に空でない
ルールグループがある
ことを確認します。空
のルールグループは、
意図しない動作を引き
起こす可能性がありま
す。

5.10.1.1 境界保護 waf-regional-webacl-not-
empty

AWS WAF にアタッチ
されたウェブ ACL に
は、ウェブリクエス
トを検査および制御す
る、ルールおよびルー
ルグループのコレク
ションを含めることが
できます。ウェブ ACL 
が空の場合、ウェブト
ラフィックは、WAF に
よる検出または処理な
しに通過します。

5.10.1.2 暗号化 alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5.10.1.2 暗号化 alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 
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5.10.1.2 暗号化 api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

5.10.1.2 暗号化 cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

5.10.1.2 暗号化 cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

5.10.1.2 暗号化 cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

5.10.1.2 暗号化 codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

5.10.1.2 暗号化 codebuild-project-s3-
logs-encrypted

機密性のある保管中
のデータを保護するた
め、Amazon S3 に保存
された AWS CodeBuild 
ログで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
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5.10.1.2 暗号化 dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

5.10.1.2 暗号化 ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5.10.1.2 暗号化 efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

5.10.1.2 暗号化 elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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5.10.1.2 暗号化 elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5.10.1.2 暗号化 elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

5.10.1.2 暗号化 elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 
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5.10.1.2 暗号化 elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5.10.1.2 暗号化 encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

5.10.1.2 暗号化 kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

5.10.1.2 暗号化 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5.10.1.2 暗号化 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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5.10.1.2 暗号化 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

5.10.1.2 暗号化 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5.10.1.2 暗号化 s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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5.10.1.2 暗号化 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5.10.1.2 暗号化 s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5.10.1.2 暗号化 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5.10.1.2 暗号化 sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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5.10.1.2 暗号化 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

5.10.1.2 暗号化 バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5.10.1.2 暗号化 opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

5.10.1.2 暗号化 opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10.1.2 暗号化 redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5.10.1.2 暗号化 secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5.10.1.3 侵入検知ツールとテク
ニック

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

2701

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10.1.3 侵入検知ツールとテク
ニック

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

5.10.1.3 侵入検知ツールとテク
ニック

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10.4.1 パッチ管理 ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

5.10.4.1 パッチ管理 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10.4.1 パッチ管理 ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

5.10.4.1 パッチ管理 ecs-fargate-latest-
platform-version

セキュリティの更新
やパッチは、AWS 
Fargate のタスクに自
動的にデプロイされま
す。AWS Fargate の
プラットフォームバー
ジョンに影響を与え
るセキュリティ上の
問題が見つかった場
合、AWS はそのプラッ
トフォームバージョン
にパッチを適用しま
す。AWS Fargate を実
行する Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
タスクのパッチ管理を
支援するには、サービ
スのスタンドアロンタ
スクを更新して最新の
プラットフォームバー
ジョンを使用します。

5.10.4.1 パッチ管理 elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
Criminal Justice Information Services 
(CJIS) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10.4.4 セキュリティアラート
とアドバイザリ

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

5.10.4.4 セキュリティアラート
とアドバイザリ

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5.10.4.4 セキュリティアラート
とアドバイザリ

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「CJIS の運用のベストプラクティス」で入手できます。

CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、「Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) Level 1」と、AWS マネージド Config ルー
ル間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の
「CMMC Level 1」によるコントロールに関連付けられます。「CMMC Level 1」によるコントロールを、
複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスに
ついては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CJIS.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

2707

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

2731

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

2749

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

2754

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

2755

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 1 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.1.211 組織の情報システム内
の適切な場所で、悪意
のあるコードから保護
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CMMC Level 1」で入手できます。

CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

以下に、「Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) Level 2」と、AWS マネージド Config ルー
ル間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の
「CMMC Level 2」によるコントロールに関連付けられます。「CMMC Level 2」によるコントロールを、
複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスに
ついては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ステムを含む) に制限し
ます。

機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

2778

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

2806

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA.2.159 組織システムの欠陥を
修正し、脆弱性を低減
または排除するために
設計された行動計画を
策定し、実施します。

vuln-management-plan-
exists (Process Check)

環境の脆弱性に対処す
るためのプロセスを正
式に定義するため、脆
弱性管理計画が策定さ
れ、実施されているこ
とを確認します。これ
には、脆弱性管理ツー
ル、環境スキャンの周
期、役割と責任などが
含まれます。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

2865

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.078 新しいパスワードが作
成される際、パスワー
ドの複雑さと文字の
変更を最小限に抑えま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.079 指定した世代数でのパ
スワードの再利用を禁
止します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

response-plan-exists-
maintained (Process 
Check)

インシデント対応計画
が確立および維持さ
れ、責任者に配布され
ていることを確認しま
す。正式にドキュメン
ト化された更新済みの
対応計画を用意するこ
とで、対応する担当者
がインシデントの発生
中に従うべき役割、責
任、プロセスを理解す
ることができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

MA.2.113 外部ネットワーク接続
を介して、ローカル
以外でのメンテナンス
セッションを確立し、
ローカル以外でのメン
テナンスが完了したと
きにその接続を終了す
るには、多要素認証が
必要です。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

MA.2.113 外部ネットワーク接続
を介して、ローカル
以外でのメンテナンス
セッションを確立し、
ローカル以外でのメン
テナンスが完了したと
きにその接続を終了す
るには、多要素認証が
必要です。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

2888

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

2889

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

RE.2.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

vuln-scans-performed 
(Process Check)

コンプライアンス要件
に従って脆弱性スキャ
ンが実行されている
ことを確認します。ス
キャンの周期、使用す
るツール、結果の使用
方法については、組織
が定義する必要があり
ます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.1.211 組織の情報システム内
の適切な場所で、悪意
のあるコードから保護
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 2 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CMMC Level 2」で入手できます。

CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CMMC-Level-2.yaml
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れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、「Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) Level 1」と、AWS マネージド Config ルー
ル間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の
「CMMC Level 3」によるコントロールに関連付けられます。「CMMC Level 3」によるコントロールを、
複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスに
ついては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

Note

「CMMC Level 3～5」の FedRAMP 相互認証に関して、DoD および CMMC 認定機関により暫定
的なガイダンスが提供されているため、現時点で「CMMC Level 3～5」への準拠が必要なワーク
ロードには AWS GovCloud (米国) リージョンを使用することが推奨されます。このことから、混
乱を避けるため、「CMMC Level 3～5」のコンフォーマンスパックテンプレートは、コンソール
のコンフォーマンパックでは使用不可となります。お客様は、このドキュメントでリンクされて
いるサンプル YAML ファイルを使用して、「CMMC Level 3～5」(コンフォーマンスパックテン
プレートなし) の暫定的なガイダンスをマッピングする Config ルールを、CloudFormation を介し
て個別にインストールすることができます。

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ステムを含む) に制限し
ます。

プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

2932

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

2946

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

2975

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3001

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

3002

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

3003

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

3004

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

3005

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

3007

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

3008

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3009

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

3011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

3012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

3015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3016

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

3017

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3018

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AU.3.051 監査記録のレビュー、
分析、報告プロセス
を相関させて調査し、
違法、未許可、疑わし
い、または異常なアク
ティビティの兆候に対
応します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.051 監査記録のレビュー、
分析、報告プロセス
を相関させて調査し、
違法、未許可、疑わし
い、または異常なアク
ティビティの兆候に対
応します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CA.2.159 組織システムの欠陥を
修正し、脆弱性を低減
または排除するために
設計された行動計画を
策定し、実施します。

vuln-management-plan-
exists (Process Check)

環境の脆弱性に対処す
るためのプロセスを正
式に定義するため、脆
弱性管理計画が策定さ
れ、実施されているこ
とを確認します。これ
には、脆弱性管理ツー
ル、環境スキャンの周
期、役割と責任などが
含まれます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA.3.161 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CA.3.161 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA.3.161 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

3024

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

3036

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

3045

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

3057

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.078 新しいパスワードが作
成される際、パスワー
ドの複雑さと文字の
変更を最小限に抑えま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.079 指定した世代数でのパ
スワードの再利用を禁
止します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.086 定義されたアイドル状
態の期間を経過したと
きに、識別子を無効に
します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.086 定義されたアイドル状
態の期間を経過したと
きに、識別子を無効に
します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

3070

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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MA.2.113 外部ネットワーク接続
を介して、ローカル
以外でのメンテナンス
セッションを確立し、
ローカル以外でのメン
テナンスが完了したと
きにその接続を終了す
るには、多要素認証が
必要です。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

MA.2.113 外部ネットワーク接続
を介して、ローカル
以外でのメンテナンス
セッションを確立し、
ローカル以外でのメン
テナンスが完了したと
きにその接続を終了す
るには、多要素認証が
必要です。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

3074

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

3075

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

3076

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

3077

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

3078

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

RE.2.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

3082

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

3083

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

3084

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

3085

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

3089

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

3102

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースリポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.187 組織のシステムで採用
されている暗号化で使
用する暗号化キーを設
定して管理します。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

SC.3.187 組織のシステムで採用
されている暗号化で使
用する暗号化キーを設
定して管理します。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

3130

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3131

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

3132

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 
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SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3133

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3134

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

3135

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3136

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.1.211 組織の情報システム内
の適切な場所で、悪意
のあるコードから保護
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.1.213 ファイルがダウンロー
ド、開く、または実
行されるときに、情報
システムの定期的なス
キャンを実行し、外部
ソースからのファイル
のリアルタイムスキャ
ンを実行します。

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。

3137

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

3138

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3139

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3140

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3141

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

3142

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3143

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3144

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 3 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CMMC Level 3」で入手できます。

CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CMMC-Level-3.yaml
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CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、「Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) Level 4」と、AWS マネージド Config ルー
ル間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の
「CMMC Level 4」によるコントロールに関連付けられます。「CMMC Level 4」によるコントロールを、
複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスに
ついては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

Note

「CMMC Level 3～5」の FedRAMP 相互認証に関して、DoD および CMMC 認定機関により暫定
的なガイダンスが提供されているため、現時点で「CMMC Level 3～5」への準拠が必要なワーク
ロードには AWS GovCloud (米国) リージョンを使用することが推奨されます。このことから、混
乱を避けるため、「CMMC Level 3～5」のコンフォーマンスパックテンプレートは、コンソール
のコンフォーマンパックでは使用不可となります。お客様は、このドキュメントでリンクされて
いるサンプル YAML ファイルを使用して、「CMMC Level 3〜5」(コンフォーマンスパックテン
プレートなし) の暫定的なガイダンスをマッピングする Config ルールを、CloudFormation を介し
て個別にインストールすることができます。

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ステムを含む) に制限し
ます。

プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

3189

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

3201

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3222

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AM.4.226 インベントリ内の特定
のコンポーネント属性 
(例: ファームウェアレベ
ル、OS タイプ) を持つ
システムを発見し、識
別する機能を採用しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

AM.4.226 インベントリ内の特定
のコンポーネント属性 
(例: ファームウェアレベ
ル、OS タイプ) を持つ
システムを発見し、識
別する機能を採用しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AM.4.226 インベントリ内の特定
のコンポーネント属性 
(例: ファームウェアレベ
ル、OS タイプ) を持つ
システムを発見し、識
別する機能を採用しま
す。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

3247

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3248

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3249

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

3250

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

3251

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3252

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3253

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

3254

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3255

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AU.3.051 監査記録のレビュー、
分析、報告プロセス
を相関させて調査し、
違法、未許可、疑わし
い、または異常なアク
ティビティの兆候に対
応します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.051 監査記録のレビュー、
分析、報告プロセス
を相関させて調査し、
違法、未許可、疑わし
い、または異常なアク
ティビティの兆候に対
応します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AU.4.053 監査ログの分析を自動
化し、重要なインジ
ケータ (TTP) や組織的
に定義された疑わしい
アクティビティを特定
して対処します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.4.053 監査ログの分析を自動
化し、重要なインジ
ケータ (TTP) や組織的
に定義された疑わしい
アクティビティを特定
して対処します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.4.053 監査ログの分析を自動
化し、重要なインジ
ケータ (TTP) や組織的
に定義された疑わしい
アクティビティを特定
して対処します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AU.4.053 監査ログの分析を自動
化し、重要なインジ
ケータ (TTP) や組織的
に定義された疑わしい
アクティビティを特定
して対処します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.4.054 マシンごとのアクティ
ビティのほかにも、
幅広いアクティビティ
の監査情報を確認しま
す。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AU.4.054 マシンごとのアクティ
ビティのほかにも、
幅広いアクティビティ
の監査情報を確認しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.4.054 マシンごとのアクティ
ビティのほかにも、
幅広いアクティビティ
の監査情報を確認しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CA.3.161 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

3262

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA.3.161 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CA.3.161 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

3275

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3290

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

3292

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.078 新しいパスワードが作
成される際、パスワー
ドの複雑さと文字の
変更を最小限に抑えま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.079 指定した世代数でのパ
スワードの再利用を禁
止します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

3302

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3303

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3304

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3305

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3306

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3307

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

3308

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

3309

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

3310

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.086 定義されたアイドル状
態の期間を経過したと
きに、識別子を無効に
します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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IA.3.086 定義されたアイドル状
態の期間を経過したと
きに、識別子を無効に
します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
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IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
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IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

MA.2.113 外部ネットワーク接続
を介して、ローカル
以外でのメンテナンス
セッションを確立し、
ローカル以外でのメン
テナンスが完了したと
きにその接続を終了す
るには、多要素認証が
必要です。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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MA.2.113 外部ネットワーク接続
を介して、ローカル
以外でのメンテナンス
セッションを確立し、
ローカル以外でのメン
テナンスが完了したと
きにその接続を終了す
るには、多要素認証が
必要です。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

3321

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

RE.2.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

RM.4.150 システムおよびセキュ
リティアーキテクチャ
の開発、セキュリティ
ソリューションの選
択、監視、脅威の探
索、対応および復旧活
動において、脅威情報
を活用します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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RM.4.151 組織のインターネット
ネットワーク境界や
組織で定義されたその
他の境界を越えて、境
界ネットワークの境界
で利用可能な未許可の
ポートに対するスキャ
ンを実行します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

RM.4.151 組織のインターネット
ネットワーク境界や
組織で定義されたその
他の境界を越えて、境
界ネットワークの境界
で利用可能な未許可の
ポートに対するスキャ
ンを実行します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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RM.4.151 組織のインターネット
ネットワーク境界や
組織で定義されたその
他の境界を越えて、境
界ネットワークの境界
で利用可能な未許可の
ポートに対するスキャ
ンを実行します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

RM.4.151 組織のインターネット
ネットワーク境界や
組織で定義されたその
他の境界を越えて、境
界ネットワークの境界
で利用可能な未許可の
ポートに対するスキャ
ンを実行します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SA.4.171 組織システムの侵害指
標を探索し、既存の制
御を回避する脅威を検
出、追跡、破壊するサ
イバー脅威ハンティン
グ能力を確立し、維持
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

3342

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3367

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.187 組織のシステムで採用
されている暗号化で使
用する暗号化キーを設
定して管理します。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

SC.3.187 組織のシステムで採用
されている暗号化で使
用する暗号化キーを設
定して管理します。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

3375

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.4.199 脅威のインテリジェン
スを活用し、悪意のあ
るドメインに到達する 
DNS リクエストをプロ
アクティブにブロック
します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.4.199 脅威のインテリジェン
スを活用し、悪意のあ
るドメインに到達する 
DNS リクエストをプロ
アクティブにブロック
します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SC.4.202 インターネット網の境
界やその他の組織的に
定義された境界を通過
する実行コードやスク
リプトを分析するメカ
ニズム (サンドボックス
など) を採用する。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.1.211 組織の情報システム内
の適切な場所で、悪意
のあるコードから保護
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.1.213 ファイルがダウンロー
ド、開く、または実
行されるときに、情報
システムの定期的なス
キャンを実行し、外部
ソースからのファイル
のリアルタイムスキャ
ンを実行します。

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

3384

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3386

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3387

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

3388

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3389

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3390

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 4 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.4.221 保護対象の情報および
システムに関連する
脅威指標情報、およ
び外部組織から入手し
た効果的な緩和策を、
侵入検知および脅威ハ
ンティングに活用しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CMMC Level 4」で入手できます。

CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、「Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) Level 5」と、AWS マネージド Config ルー
ル間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の
「CMMC Level 5」によるコントロールに関連付けられます。「CMMC Level 5」によるコントロールを、
複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスに
ついては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

Note

「CMMC Level 3～5」の FedRAMP 相互認証に関して、DoD および CMMC 認定機関により暫定
的なガイダンスが提供されているため、現時点で「CMMC Level 3～5」への準拠が必要なワーク
ロードには AWS GovCloud (米国) リージョンを使用することが推奨されます。このことから、混
乱を避けるため、「CMMC Level 3～5」のコンフォーマンスパックテンプレートは、コンソール
のコンフォーマンパックでは使用不可となります。お客様は、このドキュメントでリンクされて
いるサンプル YAML ファイルを使用して、「CMMC Level 3〜5」(コンフォーマンスパックテン
プレートなし) の暫定的なガイダンスをマッピングする Config ルールを、CloudFormation を介し
て個別にインストールすることができます。

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CMMC-Level-4.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

3397

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3400

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3401

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3402

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

3403

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

3404

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

3405

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

3406

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

3407

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3408

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

3410

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.1.001 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3425

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.1.002 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3435

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.1.003 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3446

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.2.007 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.2.008 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AC.2.013 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

3457

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.2.016 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AC.3.014 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.017 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.3.018 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

3484

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3488

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

3489

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.4.023 接続されたシステムで
の、セキュリティドメ
イン間の情報の流れを
コントロールします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.5.024 ネットワークに接続さ
れた未確認のワイヤレ
スアクセスポイントに
関連するリスクを特定
して軽減します。

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。

AM.4.226 インベントリ内の特定
のコンポーネント属性 
(例: ファームウェアレベ
ル、OS タイプ) を持つ
システムを発見し、識
別する機能を採用しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AM.4.226 インベントリ内の特定
のコンポーネント属性 
(例: ファームウェアレベ
ル、OS タイプ) を持つ
システムを発見し、識
別する機能を採用しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

AM.4.226 インベントリ内の特定
のコンポーネント属性 
(例: ファームウェアレベ
ル、OS タイプ) を持つ
システムを発見し、識
別する機能を採用しま
す。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3493

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

3495

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.041 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU.2.042 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3499

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3500

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.046 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

3501

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

AU.3.049 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AU.3.051 監査記録のレビュー、
分析、報告プロセス
を相関させて調査し、
違法、未許可、疑わし
い、または異常なアク
ティビティの兆候に対
応します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.3.051 監査記録のレビュー、
分析、報告プロセス
を相関させて調査し、
違法、未許可、疑わし
い、または異常なアク
ティビティの兆候に対
応します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AU.4.053 監査ログの分析を自動
化し、重要なインジ
ケータ (TTP) や組織的
に定義された疑わしい
アクティビティを特定
して対処します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.4.053 監査ログの分析を自動
化し、重要なインジ
ケータ (TTP) や組織的
に定義された疑わしい
アクティビティを特定
して対処します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.4.053 監査ログの分析を自動
化し、重要なインジ
ケータ (TTP) や組織的
に定義された疑わしい
アクティビティを特定
して対処します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AU.4.053 監査ログの分析を自動
化し、重要なインジ
ケータ (TTP) や組織的
に定義された疑わしい
アクティビティを特定
して対処します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.4.054 マシンごとのアクティ
ビティのほかにも、
幅広いアクティビティ
の監査情報を確認しま
す。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AU.4.054 マシンごとのアクティ
ビティのほかにも、
幅広いアクティビティ
の監査情報を確認しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.4.054 マシンごとのアクティ
ビティのほかにも、
幅広いアクティビティ
の監査情報を確認しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AU.5.055 監査ログを報告してい
ないアセットを特定
し、組織で定義された
適切なシステムがログ
を記録していることを
確認します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA.3.161 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CA.3.161 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA.3.161 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

CM.2.061 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

3522
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CM.2.062 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.063 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.064 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CM.2.065 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.3.068 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CM.5.074 組織で定義されたとお
りに、セキュリティ上
重要なソフトウェアや
不可欠なソフトウェア
の整合性と正確性を検
証します (信頼性の根
拠、正式な検証、暗号
化署名など)。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.5.074 組織で定義されたとお
りに、セキュリティ上
重要なソフトウェアや
不可欠なソフトウェア
の整合性と正確性を検
証します (信頼性の根
拠、正式な検証、暗号
化署名など)。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.5.074 組織で定義されたとお
りに、セキュリティ上
重要なソフトウェアや
不可欠なソフトウェア
の整合性と正確性を検
証します (信頼性の根
拠、正式な検証、暗号
化署名など)。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.5.074 組織で定義されたとお
りに、セキュリティ上
重要なソフトウェアや
不可欠なソフトウェア
の整合性と正確性を検
証します (信頼性の根
拠、正式な検証、暗号
化署名など)。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

IA.1.076 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.1.077 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.078 新しいパスワードが作
成される際、パスワー
ドの複雑さと文字の
変更を最小限に抑えま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.079 指定した世代数でのパ
スワードの再利用を禁
止します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

IA.2.081 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.083 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.086 定義されたアイドル状
態の期間を経過したと
きに、識別子を無効に
します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.3.086 定義されたアイドル状
態の期間を経過したと
きに、識別子を無効に
します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.2.092 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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IR.2.093 イベントを検出および
報告します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

IR.5.102 インシデントのパター
ンに一致する異常な
アクティビティに対し
て、手動と自動を組み
合わせてリアルタイム
で対応します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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IR.5.102 インシデントのパター
ンに一致する異常な
アクティビティに対し
て、手動と自動を組み
合わせてリアルタイム
で対応します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

IR.5.102 インシデントのパター
ンに一致する異常な
アクティビティに対し
て、手動と自動を組み
合わせてリアルタイム
で対応します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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IR.5.102 インシデントのパター
ンに一致する異常な
アクティビティに対し
て、手動と自動を組み
合わせてリアルタイム
で対応します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

MA.2.113 外部ネットワーク接続
を介して、ローカル
以外でのメンテナンス
セッションを確立し、
ローカル以外でのメン
テナンスが完了したと
きにその接続を終了す
るには、多要素認証が
必要です。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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MA.2.113 外部ネットワーク接続
を介して、ローカル
以外でのメンテナンス
セッションを確立し、
ローカル以外でのメン
テナンスが完了したと
きにその接続を終了す
るには、多要素認証が
必要です。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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RE.2.137 データのバックアップ
を定期的に実行および
テストします。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

RE.2.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

RE.3.139 組織で定義された、完
全かつ包括的で弾力性
のあるデータのバック
アップを定期的に実行
します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

RE.5.140 情報処理施設が、組織
で定義された情報セ
キュリティの継続性、
冗長性、可用性の要件
を満たしていることを
確認します。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RM.2.142 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

RM.4.150 システムおよびセキュ
リティアーキテクチャ
の開発、セキュリティ
ソリューションの選
択、監視、脅威の探
索、対応および復旧活
動において、脅威情報
を活用します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RM.4.151 組織のインターネット
ネットワーク境界や
組織で定義されたその
他の境界を越えて、境
界ネットワークの境界
で利用可能な未許可の
ポートに対するスキャ
ンを実行します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

RM.4.151 組織のインターネット
ネットワーク境界や
組織で定義されたその
他の境界を越えて、境
界ネットワークの境界
で利用可能な未許可の
ポートに対するスキャ
ンを実行します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RM.4.151 組織のインターネット
ネットワーク境界や
組織で定義されたその
他の境界を越えて、境
界ネットワークの境界
で利用可能な未許可の
ポートに対するスキャ
ンを実行します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

RM.4.151 組織のインターネット
ネットワーク境界や
組織で定義されたその
他の境界を越えて、境
界ネットワークの境界
で利用可能な未許可の
ポートに対するスキャ
ンを実行します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA.4.171 組織システムの侵害指
標を探索し、既存の制
御を回避する脅威を検
出、追跡、破壊するサ
イバー脅威ハンティン
グ能力を確立し、維持
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

3602

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.1.175 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.2.179 ネットワーク機器の管
理には、暗号化された
セッションを使用しま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3626

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.180 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.3.182 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.3.185 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3638

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.187 組織のシステムで採用
されている暗号化で使
用する暗号化キーを設
定して管理します。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

SC.3.187 組織のシステムで採用
されている暗号化で使
用する暗号化キーを設
定して管理します。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

3639

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.190 通信のセッションの信
頼性を確保します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3640

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

3641

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3642

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3643

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.3.191 保管中の CUI の機密性
を確保します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

3644

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.4.199 脅威のインテリジェン
スを活用し、悪意のあ
るドメインに到達する 
DNS リクエストをプロ
アクティブにブロック
します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.4.199 脅威のインテリジェン
スを活用し、悪意のあ
るドメインに到達する 
DNS リクエストをプロ
アクティブにブロック
します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SC.4.202 インターネット網の境
界やその他の組織的に
定義された境界を通過
する実行コードやスク
リプトを分析するメカ
ニズム (サンドボックス
など) を採用する。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3645

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.5.198 組織のインターネット
ネットワーク境界およ
びその他の組織的に定
義された境界を通過す
るパケットを記録する
ように監視システムを
構成します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.5.198 組織のインターネット
ネットワーク境界およ
びその他の組織的に定
義された境界を通過す
るパケットを記録する
ように監視システムを
構成します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

3646

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.5.198 組織のインターネット
ネットワーク境界およ
びその他の組織的に定
義された境界を通過す
るパケットを記録する
ように監視システムを
構成します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.5.208 市販のソリューション
に加えて、組織によっ
て定義されカスタマイ
ズされた境界保護を採
用します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC.5.230 ポートとプロトコルの
コンプライアンスを適
用します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC.5.230 ポートとプロトコルの
コンプライアンスを適
用します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

SC.5.230 ポートとプロトコルの
コンプライアンスを適
用します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.5.230 ポートとプロトコルの
コンプライアンスを適
用します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC.5.230 ポートとプロトコルの
コンプライアンスを適
用します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC.5.230 ポートとプロトコルの
コンプライアンスを適
用します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.5.230 ポートとプロトコルの
コンプライアンスを適
用します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC.5.230 ポートとプロトコルの
コンプライアンスを適
用します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.5.230 ポートとプロトコルの
コンプライアンスを適
用します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.1.210 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.1.211 組織の情報システム内
の適切な場所で、悪意
のあるコードから保護
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.1.213 ファイルがダウンロー
ド、開く、または実
行されるときに、情報
システムの定期的なス
キャンを実行し、外部
ソースからのファイル
のリアルタイムスキャ
ンを実行します。

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.2.214 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.216 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.2.217 組織のシステムの不正
使用を特定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.4.221 保護対象の情報および
システムに関連する
脅威指標情報、およ
び外部組織から入手し
た効果的な緩和策を、
侵入検知および脅威ハ
ンティングに活用しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.5.222 システムの動作を分析
して、悪意のあるアク
ションを示す通常のシ
ステムコマンドおよび
スクリプトの実行を検
出して軽減します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC Level 5 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.5.223 個人やシステムコン
ポーネントを継続的に
モニタリングし、異常
なアクティビティや疑
わしいアクティビティ
がないことを確認しま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CMMC Level 5」で入手できます。

CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラク
ティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、「Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) 2.0 Level 1」と、AWS マネージド Config 
ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の
「CMMC 2.0 Level 1」によるコントロールに関連付けられます。「CMMC 2.0 Level 1」によるコントロー
ルを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダ
ンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CMMC-Level-5.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ステムを含む) に制限し
ます。

スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

3685

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

3711

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3714

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

3716

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

3730

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L1-3.14.1 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.L1-3.14.1 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 1 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L1-3.14.1 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.L1-3.14.2 組織の情報システム内
の適切な場所で、悪意
のあるコードから保護
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.L1-3.14.5 ファイルがダウンロー
ド、開く、または実
行されるときに、情報
システムの定期的なス
キャンを実行し、外部
ソースからのファイル
のリアルタイムスキャ
ンを実行します。

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CMMC 2.0 Level 1」 (CMMC 2.0 Level 1 に関
する運用上のベストプラクティス) で入手できます。

CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラク
ティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、「Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) 2.0 Level 2」と、AWS マネージド Config 
ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の
「CMMC 2.0 Level 2」によるコントロールに関連付けられます。CMMC 2.0 Level 2 によるコントロール
を、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダン
スについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CMMC-2.0-Level-1.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.L1-3.1.1 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーと、権限のあ
るユーザーに代わって
動作するプロセスまた
はデバイス (他の情報シ
ステムを含む) に制限し
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

3759

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

3771

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.L1-3.1.2 情報システムへのアク
セスを、権限のある
ユーザーが実行を許可
されたトランザクショ
ンと機能のタイプに制
限します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L1-3.1.20 外部の情報システムへ
の接続と使用を検証し
て制御/制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3786

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC.L2-3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L2-3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC.L2-3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC.L2-3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.L2-3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3798

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

3799

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L2-3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L2-3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.L2-3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AC.L2-3.1.7 権限のないユーザーが
権限が必要な機能を実
行できないようにし、
それらの機能の実行
を監査ログに記録しま
す。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AC.L2-3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC.L2-3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AC.L2-3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

AC.L2-3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

AC.L2-3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

AC.L2-3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

AC.L2-3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC.L2-3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

AC.L2-3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AC.L2-3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AC.L2-3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.1 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU.L2-3.3.1 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU.L2-3.3.1 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.L2-3.3.1 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.1 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

AU.L2-3.3.1 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.1 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU.L2-3.3.1 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.1 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU.L2-3.3.1 違法または不正なシス
テムアクティビティの
モニタリング、分析、
調査、報告を行うため
に必要な範囲で、シス
テムの監査ログと監査
レコードを作成し、保
持します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU.L2-3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU.L2-3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.L2-3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

AU.L2-3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AU.L2-3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU.L2-3.3.4 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.4 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU.L2-3.3.4 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AU.L2-3.3.4 監査ログのプロセスに
障害が発生した場合
に、アラートを生成し
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.5 監査記録のレビュー、
分析、報告プロセス
を相関させて調査し、
違法、未許可、疑わし
い、または異常なアク
ティビティの兆候に対
応します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AU.L2-3.3.5 監査記録のレビュー、
分析、報告プロセス
を相関させて調査し、
違法、未許可、疑わし
い、または異常なアク
ティビティの兆候に対
応します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

AU.L2-3.3.8 監査情報と監査ログ記
録ツールを、不正なア
クセス、変更、削除か
ら保護します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CA.L2-3.12.2 組織システムの欠陥を
修正し、脆弱性を低減
または排除するために
設計された行動計画を
策定し、実施します。

vuln-management-plan-
exists (Process Check)

環境の脆弱性に対処す
るためのプロセスを正
式に定義するため、脆
弱性管理計画が策定さ
れ、実施されているこ
とを確認します。これ
には、脆弱性管理ツー
ル、環境スキャンの周
期、役割と責任などが
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA.L2-3.12.3 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CA.L2-3.12.3 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CA.L2-3.12.3 セキュリティコント
ロールを継続的にモニ
タリングし、そのコン
トロールの継続的な有
効性を確認します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.L2-3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.L2-3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

CM.L2-3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.2 組織のシステムに採用
される、情報テクノロ
ジーを使用した製品の
セキュリティ構成の設
定を確立して実施しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CM.L2-3.4.3 組織のシステムに対
する変更の追跡、レ
ビュー、承認、不承
認、およびログの記録
を実行します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

3852

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CM.L2-3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

3859

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.7 重要性のないプログラ
ム、機能、ポート、プ
ロトコル、サービスの
使用を制限、無効化、
または防止します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CM.L2-3.4.9 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM.L2-3.4.9 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM.L2-3.4.9 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

3866

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

IA.L1-3.5.1 情報システムのユー
ザーと、ユーザーに代
わって動作するプロセ
スまたはデバイスを特
定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L1-3.5.2 組織の情報システムへ
のアクセスを許可す
るための前提条件と
して、これらのユー
ザー、プロセス、また
はデバイスの ID を認証 
(または検証) します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

IA.L2-3.5.3 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA.L2-3.5.3 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.3 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

IA.L2-3.5.3 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.6 定義されたアイドル状
態の期間を経過したと
きに、識別子を無効に
します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.6 定義されたアイドル状
態の期間を経過したと
きに、識別子を無効に
します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.7 新しいパスワードが作
成される際、パスワー
ドの複雑さと文字の
変更を最小限に抑えま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.8 指定した世代数でのパ
スワードの再利用を禁
止します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

IA.L2-3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

IR.L2-3.6.1 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.L2-3.6.1 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

IR.L2-3.6.1 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR.L2-3.6.1 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

IR.L2-3.6.3 組織のインシデント対
応能力をテストしま
す。

response-plan-tested 
(Process Check)

インシデント対応と復
旧計画がテスト済み
であることを確認し
ます。これにより、イ
ンシデント発生時に計
画が有効であるか、
ギャップや更新に対処
する必要があるかどう
かを理解することがで
きます。

MA.L2-3.7.5 外部ネットワーク接続
を介して、ローカル
以外でのメンテナンス
セッションを確立し、
ローカル以外でのメン
テナンスが完了したと
きにその接続を終了す
るには、多要素認証が
必要です。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

MA.L2-3.7.5 外部ネットワーク接続
を介して、ローカル
以外でのメンテナンス
セッションを確立し、
ローカル以外でのメン
テナンスが完了したと
きにその接続を終了す
るには、多要素認証が
必要です。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

RA.L2-3.11.2 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

RA.L2-3.11.2 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RA.L2-3.11.2 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

RA.L2-3.11.2 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
やアプリケーションに
影響を与える新たな脆
弱性が発見された場合
には、その脆弱性をス
キャンします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.L1-3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界で、組織レベルの通
信 (組織の情報システム
によって送受信される
情報など) をモニタリン
グ、コントロールして
保護します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースリポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

3903

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

3905

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC.L2-3.13.4 共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.L2-3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.10 組織のシステムで採用
されている暗号化で使
用する暗号化キーを設
定して管理します。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

SC.L2-3.13.10 組織のシステムで採用
されている暗号化で使
用する暗号化キーを設
定して管理します。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC.L2-3.13.15 通信のセッションの信
頼性を確保します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.L2-3.13.15 通信のセッションの信
頼性を確保します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

3930

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.15 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.L2-3.13.15 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC.L2-3.13.15 通信のセッションの信
頼性を確保します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.L2-3.13.15 通信のセッションの信
頼性を確保します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC.L2-3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L1-3.14.1 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.L1-3.14.1 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L1-3.14.1 情報および情報システ
ムの欠陥をタイムリー
に特定、報告して修正
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.L1-3.14.2 組織の情報システム内
の適切な場所で、悪意
のあるコードから保護
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.L1-3.14.5 ファイルがダウンロー
ド、開く、または実
行されるときに、情報
システムの定期的なス
キャンを実行し、外部
ソースからのファイル
のリアルタイムスキャ
ンを実行します。

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SI.L2-3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI.L2-3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI.L2-3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3939

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI.L2-3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3940

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.L2-3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3941

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SI.L2-3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SI.L2-3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

3942

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI.L2-3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3943

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI.L2-3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3944

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

3945

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

3946

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3947

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
CMMC 2.0 Level 2 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI.L2-3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for CMMC 2.0 Level 2」(CMMC 2.0 Level 2 に関
する運用上のベストプラクティス) で入手できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CMMC-2.0-Level-2.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
コンピューティングサービスに関
する運用上のベストプラクティス 

コンピューティングサービスに関する運用上のベスト
プラクティス
このパックには、コンピューティングサービスに基づく AWS Config ルールが含まれています。詳細につ
いては、「あらゆるワークロードのためのコンピューティング」を参照してください。このコンフォーマ
ンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設
定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルー
ルについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Compute Services」で入手できます。

データの回復性に関する運用上のベストプラクティス
このコンフォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されてお
り、パラメータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要が
ある追加の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してくだ
さい。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Data Resiliency」で入手できます。

データベースサービスに関する運用上のベストプラク
ティス
このパックには、データベースサービスに基づく AWS Config ルールが含まれています。詳細について
は、「AWS でのデータベース」を参照してください。このコンフォーマンスパックは、AWS リージョン 
の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を必要としません。環境や特定
のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールについては、「AWS Config マ
ネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Databases Services」で入手できます。

データレイクと分析サービスに関する運用上のベスト
プラクティス
このパックには、データレイクと分析サービスの AWS Config ルールが含まれています。詳細について
は、「AWS でのデータレイクと分析」を参照してください。このコンフォーマンスパックは、AWS リー
ジョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を必要としません。環
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http://aws.amazon.com/products/compute/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Compute-Services.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Data-Resiliency.yaml
http://aws.amazon.com/products/databases/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Database-Services.yaml
http://aws.amazon.com/big-data/datalakes-and-analytics/


AWS Config デベロッパーガイド
DevOPｓ 運用のベストプラクティス

境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールについては、「AWS 
Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Data Lakes and Analytics Services」で入手で
きます。

DevOPｓ 運用のベストプラクティス
このパックの AWS Config ルールには DevOps に基づいたAWS 内に含まれています。このコンフォーマ
ンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設
定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルー
ルについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、アジアパシフィック (香港)、
欧州 (パリ)、欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされ
ているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for DevOps」で入手できます。

EC2 に関する運用上のベストプラクティス
このパックには、EC2 に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマンスパック
は、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を必要と
しません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールについて
は、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for EC2」で入手できます。

暗号化とキー管理に関する運用上のベストプラクティ
ス
このコンフォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されてお
り、パラメータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要が
ある追加の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してくだ
さい。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Encryption and Key Management」で入手で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-EC2.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Encryption-and-Keys.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

SME 向け ENISA サイバーセキュリティガイドの運用
上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、欧州連合サイバーセキュリティ機関 (ENISA) の SME 向けサイバーセキュリティガイドと、AWS 
マネージド Config ルールとの間のサンプルマッピングを提供します。各 Config ルールが特定の AWS リ
ソースに適用され、1 つ以上の SME 向け ENISA サイバーセキュリティガイドのコントロールに関連付け
られます。SME 向け ENISA サイバーセキュリティガイドの 1 つのコントロールを、複数の Config ルール
に関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表
を参照してください。

このコンフォーマンスパックのサンプルテンプレートには、SME 向け ENISA サイバーセキュリティガ
イドから適合されたコントロールへのマッピングが含まれています。SME 向け ENISA サイバーセキュリ
ティガイドは、「Cybersecurity guide for SMEs - 12 steps to securing your business」から入手できます。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_DEVELOP GOOD 
CYBERSECURITY 
CULTURE: PUBLISH 
CYBERSECURITY 
POLICIES (1_優れたサ
イバーセキュリティ文
化を育成する:サイバー
セキュリティポリシー
を公開)

サイバーセキュリティ
では、明確かつ具体的
なルールを概説する必
要があります

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
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https://www.enisa.europa.eu/publications/cybersecurity-guide-for-smes
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elasticsearch Service 
(Amazon ES) ドメイン
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

3963

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

codebuild-project-s3-
logs-encrypted

機密性のある保管中
のデータを保護するた
め、Amazon S3 に保存
された AWS CodeBuild 
ログで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon Elasticsearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1_優れたサイバーセ
キュリティ文化の構築: 
データ保護を忘れない

EU 一般データ保護規則 
1 に基づき、EU/EEA 居
住者の個人データを処
理または保存するすべ
ての中小企業は、その
データを保護するため
に適切なセキュリティ
コントロールが実施さ
れていることを確認す
る必要があります。こ
の中には、中小企業の
代理として働く第三者
が適切なセキュリティ
対策を講じていること
を保証することも含ま
れます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

2_適切なトレーニング
を提供する

すべての従業員がサイ
バーセキュリティのさ
まざまな脅威を認識し
て対処できるように、
従業員に対して定期
的にサイバーセキュリ
ティ意識トレーニング
を実施します。これら
のトレーニングは中小
企業に合わせて調整さ
れ、実際の状況に焦点
を当てたものである必
要があります。社内の
サイバーセキュリティ
を管理する責任者に専
門的なサイバーセキュ
リティトレーニングを
行い、業務遂行に必要
なスキルとコンピテン
シーを確保できるよう
にします。

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4_インシデント対応計
画を作成する

正式なインシデント対
応計画を作成します。
この計画では、すべて
のセキュリティインシ
デントに専門的かつ適
切な方法でタイムリー
に対応できるようにす
るための明確なガイド
ライン、役割、および
責任を文書化します。
セキュリティの脅威
に迅速に対応するため
に、疑わしいアクティ
ビティやセキュリティ
違反を監視して違反発
生時にアラートを作成
できるツールについて
調査します。

response-plan-exists-
maintained (Process 
Check)

インシデント対応計画
が確立および維持さ
れ、責任者に配布され
ていることを確認しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5_システムへの安全な
アクセス

すべての人に対して、
少なくとも 3 つのラ
ンダムな一般的な単語
を組み合わせた、覚え
やすさとセキュリティ
の両方で非常に優れた
パスフレーズを使用す
るよう奨励してくださ
い。一般的なパスワー
ドを選択した場合：-
小文字と大文字、場
合によっては数字と
特殊文字を使用して
長くしてください。-
「password」のような
簡単すぎるフレーズ、
「abc」や「123」の
ような連続した文字
や数字は避けてくださ
い。- オンライン上で入
手できる個人情報の使
用は避けてください。
またパスフレーズやパ
スワードを使用する際
は、決して他の場所で
再利用しないでくださ
い。- 同僚と共有しない
でください。- 多要素認
証を有効化します。- 専
用のパスワードマネー
ジャーを使用します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5_システムへの安全な
アクセス

すべての人に対して、
少なくとも 3 つのラ
ンダムな一般的な単語
を組み合わせた、覚え
やすさとセキュリティ
の両方で非常に優れた
パスフレーズを使用す
るよう奨励してくださ
い。一般的なパスワー
ドを選択した場合：-
小文字と大文字、場
合によっては数字と
特殊文字を使用して
長くしてください。-
「password」のような
簡単すぎるフレーズ、
「abc」や「123」の
ような連続した文字
や数字は避けてくださ
い。- オンライン上で入
手できる個人情報の使
用は避けてください。
またパスフレーズやパ
スワードを使用する際
は、決して他の場所で
再利用しないでくださ
い。- 同僚と共有しない
でください。- 多要素認
証を有効化します。- 専
用のパスワードマネー
ジャーを使用します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5_システムへの安全な
アクセス

すべての人に対して、
少なくとも 3 つのラ
ンダムな一般的な単語
を組み合わせた、覚え
やすさとセキュリティ
の両方で非常に優れた
パスフレーズを使用す
るよう奨励してくださ
い。一般的なパスワー
ドを選択した場合：-
小文字と大文字、場
合によっては数字と
特殊文字を使用して
長くしてください。-
「password」のような
簡単すぎるフレーズ、
「abc」や「123」の
ような連続した文字
や数字は避けてくださ
い。- オンライン上で入
手できる個人情報の使
用は避けてください。
またパスフレーズやパ
スワードを使用する際
は、決して他の場所で
再利用しないでくださ
い。- 同僚と共有しない
でください。- 多要素認
証を有効化します。- 専
用のパスワードマネー
ジャーを使用します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5_システムへの安全な
アクセス

すべての人に対して、
少なくとも 3 つのラ
ンダムな一般的な単語
を組み合わせた、覚え
やすさとセキュリティ
の両方で非常に優れた
パスフレーズを使用す
るよう奨励してくださ
い。一般的なパスワー
ドを選択した場合：-
小文字と大文字、場
合によっては数字と
特殊文字を使用して
長くしてください。-
「password」のような
簡単すぎるフレーズ、
「abc」や「123」の
ような連続した文字
や数字は避けてくださ
い。- オンライン上で入
手できる個人情報の使
用は避けてください。
またパスフレーズやパ
スワードを使用する際
は、決して他の場所で
再利用しないでくださ
い。- 同僚と共有しない
でください。- 多要素認
証を有効化します。- 専
用のパスワードマネー
ジャーを使用します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5_システムへの安全な
アクセス

すべての人に対して、
少なくとも 3 つのラ
ンダムな一般的な単語
を組み合わせた、覚え
やすさとセキュリティ
の両方で非常に優れた
パスフレーズを使用す
るよう奨励してくださ
い。一般的なパスワー
ドを選択した場合：-
小文字と大文字、場
合によっては数字と
特殊文字を使用して
長くしてください。-
「password」のような
簡単すぎるフレーズ、
「abc」や「123」の
ような連続した文字
や数字は避けてくださ
い。- オンライン上で入
手できる個人情報の使
用は避けてください。
またパスフレーズやパ
スワードを使用する際
は、決して他の場所で
再利用しないでくださ
い。- 同僚と共有しない
でください。- 多要素認
証を有効化します。- 専
用のパスワードマネー
ジャーを使用します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: ソフトウェア
にパッチを適用し、最
新の状態に保つ

集中型プラットフォー
ムを使用してパッチ
適用を管理するのが理
想的です。中小企業に
は、次のことを強くお
勧めします。- すべての
ソフトウェアを定期的
に更新してください。- 
可能な限り、自動アッ
プデートを有効にして
ください。- 手動更新が
必要なソフトウェアと
ハードウェアを特定し
ます。- モバイルおよび 
IoT デバイスを考慮して
ください。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: ソフトウェア
にパッチを適用し、最
新の状態に保つ

集中型プラットフォー
ムを使用してパッチ
適用を管理するのが理
想的です。中小企業に
は、次のことを強くお
勧めします。- すべての
ソフトウェアを定期的
に更新してください。- 
可能な限り、自動アッ
プデートを有効にして
ください。- 手動更新が
必要なソフトウェアと
ハードウェアを特定し
ます。- モバイルおよび 
IoT デバイスを考慮して
ください。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: ソフトウェア
にパッチを適用し、最
新の状態に保つ

集中型プラットフォー
ムを使用してパッチ
適用を管理するのが理
想的です。中小企業に
は、次のことを強くお
勧めします。- すべての
ソフトウェアを定期的
に更新してください。- 
可能な限り、自動アッ
プデートを有効にして
ください。- 手動更新が
必要なソフトウェアと
ハードウェアを特定し
ます。- モバイルおよび 
IoT デバイスを考慮して
ください。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: ソフトウェア
にパッチを適用し、最
新の状態に保つ

集中型プラットフォー
ムを使用してパッチ
適用を管理するのが理
想的です。中小企業に
は、次のことを強くお
勧めします。- すべての
ソフトウェアを定期的
に更新してください。- 
可能な限り、自動アッ
プデートを有効にして
ください。- 手動更新が
必要なソフトウェアと
ハードウェアを特定し
ます。- モバイルおよび 
IoT デバイスを考慮して
ください。

ecs-fargate-latest-
platform-version

セキュリティの更新
やパッチは、AWS 
Fargate のタスクに自
動的にデプロイされま
す。AWS Fargate の
プラットフォームバー
ジョンに影響を与え
るセキュリティ上の
問題が見つかった場
合、AWS はそのプラッ
トフォームバージョン
にパッチを適用しま
す。AWS Fargate を実
行する Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
タスクのパッチ管理を
支援するには、サービ
スのスタンドアロンタ
スクを更新して最新の
プラットフォームバー
ジョンを使用します。

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: ソフトウェア
にパッチを適用し、最
新の状態に保つ

集中型プラットフォー
ムを使用してパッチ
適用を管理するのが理
想的です。中小企業に
は、次のことを強くお
勧めします。- すべての
ソフトウェアを定期的
に更新してください。- 
可能な限り、自動アッ
プデートを有効にして
ください。- 手動更新が
必要なソフトウェアと
ハードウェアを特定し
ます。- モバイルおよび 
IoT デバイスを考慮して
ください。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: ソフトウェア
にパッチを適用し、最
新の状態に保つ

集中型プラットフォー
ムを使用してパッチ
適用を管理するのが理
想的です。中小企業に
は、次のことを強くお
勧めします。- すべての
ソフトウェアを定期的
に更新してください。- 
可能な限り、自動アッ
プデートを有効にして
ください。- 手動更新が
必要なソフトウェアと
ハードウェアを特定し
ます。- モバイルおよび 
IoT デバイスを考慮して
ください。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: ソフトウェア
にパッチを適用し、最
新の状態に保つ

集中型プラットフォー
ムを使用してパッチ
適用を管理するのが理
想的です。中小企業に
は、次のことを強くお
勧めします。- すべての
ソフトウェアを定期的
に更新してください。- 
可能な限り、自動アッ
プデートを有効にして
ください。- 手動更新が
必要なソフトウェアと
ハードウェアを特定し
ます。- モバイルおよび 
IoT デバイスを考慮して
ください。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

3983

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

codebuild-project-s3-
logs-encrypted

機密性のある保管中
のデータを保護するた
め、Amazon S3 に保存
された AWS CodeBuild 
ログで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3991

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

3992

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elasticsearch Service 
(Amazon ES) ドメイン
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。

3993

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3994

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3995

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

3996

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon Elasticsearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3997

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3998

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

3999

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

4000

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

4001

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

4002

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

4003

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

4004

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

4005

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

4006

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

4007

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4008

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

4009

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

4010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

4011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

4012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

4013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6_デバイスのセキュリ
ティ確保: 暗号化

データを暗号化して保
護します。中小企業で
は、ノートパソコン、
スマートフォン、タブ
レットなどのモバイル
デバイスに保存されて
いるデータを確実に暗
号化する必要がありま
す。ホテルや空港の 
WiFi ネットワークなど
の公開ネットワーク経
由で転送されるデータ
については、バーチャ
ルプライベートネット
ワーク (VPN) を使用す
るか、SSL/TLS プロ
トコルを使用した安全
な接続を介してウェブ
サイトにアクセスする
ことにより、データが
確実に暗号化されるよ
うにします。インター
ネット経由で送信され
るクライアントデータ
を保護するために、自
社のウェブサイトに適
切な暗号化技術が採用
されていることを確認
します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

4015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

netfw-policy-rule-group-
associated

AWS Network Firewall 
ポリシーは、ファイ
アウォールが Amazon 
VPC のトラフィック
をモニタリングおよ
び処理する方法を定義
します。ステートレス
およびステートフルの
ルールグループを設定
して、パケットとトラ
フィックフローのフィ
ルタリングし、デフォ
ルトのトラフィック処
理を定義します。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

netfw-stateless-rule-
group-not-empty

AWS Network Firewall 
ルールグループには、
ファイアウォールが 
VPC 内のトラフィッ
クを処理する方法を
定義するルールが含ま
れています。ファイア
ウォールポリシーに空
のステートレスルール
グループが存在する場
合、トラフィックは処
理されません。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

waf-regional-rule-not-
empty

AWS WAF に空でない
ルールがあることを確
認します。条件のない
ルールは、意図しない
動作を引き起こす可能
性があります。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

waf-regional-rulegroup-
not-empty

AWS WAF に空でない
ルールグループがある
ことを確認します。空
のルールグループは、
意図しない動作を引き
起こす可能性がありま
す。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: ファイ
アウォールの使用

ファイアウォールは、
ネットワークに出入
りするトラフィックを
管理するもので、中小
企業システムの保護に
不可欠なツールです。
ファイアウォールは、
すべての重要なシステ
ムを保護するために展
開する必要があります
が、特に自社のネット
ワークをインターネッ
トから保護するため
に、ファイアウォール
を使用する必要があり
ます。

waf-regional-webacl-not-
empty

AWS WAF にアタッチ
されたウェブ ACL に
は、ウェブリクエス
トを検査および制御す
る、ルールおよびルー
ルグループのコレク
ションを含めることが
できます。ウェブ ACL 
が空の場合、ウェブト
ラフィックは、WAF に
よる検出または処理な
しに通過します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

4021

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon Elasticsearch 
service ドメインで
エラーログが有効に
なっていて、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

4024

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

7_ネットワークのセ
キュリティ確保: リモー
トアクセスソリュー
ションの見直し

中小企業は、リモート
アクセスツールを定
期的に見直して、特に
以下について安全性を
確認する必要がありま
す。- すべてのリモート
アクセスソフトウェア
にパッチが適用され、
最新であることを確認
します。- 疑わしい地
理的な場所や特定の IP 
アドレスからのリモー
トアクセスを制限しま
す。- 従業員のリモー
トアクセスは、作業に
必要なシステムとコン
ピュータにのみ制限し
ます。- リモートアクセ
スに強力なパスワード
を適用し、可能な場合
は多要素認証を有効に
します。- モニタリング
とアラートを有効にし
て、疑わしい攻撃や通
常とは異なる疑わしい
アクティビティを警告
します。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4030

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

4038

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
SME 向け ENISA サイバーセキュリティ

ガイドの運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9_バックアップのセ
キュリティ確保

ランサムウェア攻撃な
どの災害からの復旧に
はバックアップが有効
であるため、主要な組
織体制を復旧できるよ
うにバックアップを保
守管理する必要があり
ます。次のバックアッ
プルールを適用する必
要があります。- バック
アップは定期的に実行
し、可能な限り自動化
します。- バックアップ
は中小企業の本番環境
とは別に保持します。- 
バックアップが特に拠
点間で移動される場合
には暗号化するように
します。- バックアップ
からデータを定期的に
リストアする機能をテ
ストします。理想的に
は、最初から最後まで
のフルリストアを定期
的にテストする必要が
あります。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

11_オンラインサイトの
セキュリティ確保

中小企業は、オンライ
ンウェブサイトが安
全な方法で構成および
維持され、クレジット
カードデータなどの個
人データや財務情報が
適切に保護されている
ことを確認する必要が
あります。これには、
ウェブサイトの潜在的
なセキュリティの弱点
を特定するための定期
的なセキュリティテス
トの実施や、サイトが
適切に維持および更新
されていることを確認
するための定期的なレ
ビューの実施が含まれ
ます。

vuln-management-plan-
exists (Process Check)

環境の脆弱性に対処す
るためのプロセスを正
式に定義するため、脆
弱性管理計画が策定さ
れ、実施されているこ
とを確認します。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for ENISA Cyber Security guide for SMEs」で入
手できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-ENISA-Cybersecurity-Guide.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

Low」に関する運用上のベストプラクティス 

「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low」に関
する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドまたはカスタムの AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、またはコスト最適化のガバナンスチェックを作成できるよう
に設計された汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコン
フォーマンスパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されてい
ません。お客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについ
て、お客様自身で評価する責任を負います。

以下に、スペインの「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low」のフレームワークによるコントロー
ルと、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リ
ソースに適用され、1 つ以上のスペインの「ENS Low」によるコントロールに関連付けられます。スペイ
ンの「ENS」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピ
ングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

このコンフォーマンスパックのサンプルテンプレートには、2020 年 10 月 23 日に最終更新された スペイ
ンの「ENS Low」フレームワーク内のコントロールへのマッピングが含まれています。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.1.2.a); b); c) dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
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Low」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
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Low」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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Low」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.1.2.a); b); c) cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。

Anexo II 4.1.2.b) ec2-security-group-attached-to-
eni-periodic

このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスまたは ENI に
セキュリティグループがアタッ
チされるようになります。この
ルールは、インベントリ内の未
使用のセキュリティグループの
モニタリングと環境の管理に役
立ちます。

Anexo II 4.1.2.b) ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。
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Anexo II 4.1.2.b) ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。

Anexo II 4.1.2.b) ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

Anexo II 4.1.2.b) eip-attached このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた Elastic 
IP が、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インス
タンスまたは使用中の Elastic 
Network Interface にアタッチさ
れるようになります。このルー
ルは、環境内の未使用の EIP を
モニタリングするのに役立ちま
す。

Anexo II 4.1.2.b) vpc-network-acl-unused-check このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワークアクセスコ
ントロールリストが使用されて
いるかどうかを確認します。未
使用のネットワークアクセスコ
ントロールリストをモニタリン
グすることで、環境の正確なイ
ンベントリの使用と管理を行う
ことができます。
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Anexo II 4.2.1.a) iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

Anexo II 4.2.1.a); b) iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

Anexo II 4.2.4 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

Anexo II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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Anexo II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

Anexo II 4.2.4 s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

Anexo II 4.2.5 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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Anexo II 4.2.5.BAJO.a) iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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Anexo II 4.2.5.BAJO.c) iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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Anexo II 4.2.6.BAJO.c) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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Anexo II 4.2.6.BAJO.c) cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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Anexo II 4.2.6.BAJO.c) s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

Anexo II 4.2.7.BAJO iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。
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Anexo II 4.2.7.BAJO mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

Anexo II 4.2.7.BAJO root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

Anexo II 4.2.7.BAJO root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。
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Anexo II 4.3.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

Anexo II 4.3.1 ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。

Anexo II 4.3.1 ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

Anexo II 4.3.1 eip-attached このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた Elastic 
IP が、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インス
タンスまたは使用中の Elastic 
Network Interface にアタッチさ
れるようになります。このルー
ルは、環境内の未使用の EIP を
モニタリングするのに役立ちま
す。
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Anexo II 4.3.1 vpc-network-acl-unused-check このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワークアクセスコ
ントロールリストが使用されて
いるかどうかを確認します。未
使用のネットワークアクセスコ
ントロールリストをモニタリン
グすることで、環境の正確なイ
ンベントリの使用と管理を行う
ことができます。

Anexo II 4.3.2.b) alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

Anexo II 4.3.2.b) api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

Anexo II 4.3.2.b) restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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Anexo II 4.3.2.b) no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

Anexo II 4.3.2.b) ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

Anexo II 4.3.2.b) dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

Anexo II 4.3.2.b) ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

Anexo II 4.3.2.b) ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。
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Anexo II 4.3.2.b) elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

Anexo II 4.3.2.b) emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

Anexo II 4.3.2.b) internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

Anexo II 4.3.2.b) lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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Anexo II 4.3.2.b) lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

Anexo II 4.3.2.b) opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

Anexo II 4.3.2.b) rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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Anexo II 4.3.2.b) rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

Anexo II 4.3.2.b) redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

Anexo II 4.3.2.b) restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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Anexo II 4.3.2.b) s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Anexo II 4.3.2.b) s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

Anexo II 4.3.2.b) s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

Anexo II 4.3.2.b) s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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Anexo II 4.3.2.b) sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

Anexo II 4.3.2.b) subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

Anexo II 4.3.2.b) vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

Anexo II 4.3.2.b) vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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Anexo II 4.3.4.c) vuln-management-plan-exists 
(Process Check)

環境の脆弱性に対処するための
プロセスを正式に定義するた
め、脆弱性管理計画が策定さ
れ、実施されていることを確認
します。これには、脆弱性管理
ツール、環境スキャンの周期、
役割と責任などが含まれます。

Anexo II 4.3.8.BAJO elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

Anexo II 4.3.8.BAJO multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

Anexo II 4.3.8.BAJO rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。
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Anexo II 4.3.8.BAJO wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

Anexo II 4.3.8.BAJO api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

Anexo II 4.3.8.BAJO cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Anexo II 4.3.8.BAJO cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Anexo II 4.3.8.BAJO cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。
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Anexo II 4.3.8.BAJO elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

Anexo II 4.3.8.BAJO opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

Anexo II 4.3.8.BAJO s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Anexo II 4.3.8.BAJO vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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Anexo II 4.3.10.b) cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Anexo II 4.3.10.b) cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

Anexo II 4.3.10.d) s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

Anexo II 4.6.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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Anexo II 4.6.2.BASICA securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

Anexo II 5.2.3 security-awareness-program-
exists (Process Check)

組織のセキュリティ意識向上プ
ログラムを確立して維持しま
す。セキュリティ意識向上プロ
グラムは、さまざまなセキュリ
ティ侵害やインシデントから組
織を保護する方法を従業員に教
育するものです。
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Anexo II 5.4.3.BAJO.a) iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

Anexo II 5.6.1.c) codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。
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Anexo II 5.6.1.c) codebuild-project-source-repo-
url-check

GitHub または Bitbucket のソー
スレポジトリの URL に、AWS 
Codebuild プロジェクト環境内の
個人用のアクセストークン、サ
インイン認証情報が含まれてい
ないことを確認します。GitHub 
または Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与するに
は、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではな
く、OAuth を使用します。

Anexo II 5.7.3 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

Anexo II 5.7.3 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.7.3 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Anexo II 5.7.3 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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Anexo II 5.7.3 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 5.7.3 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

Anexo II 5.7.3 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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Anexo II 5.7.3 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

Anexo II 5.7.3 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

Anexo II 5.7.3 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

Anexo II 5.7.3 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

Anexo II 5.7.3 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。
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Anexo II 5.7.3 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Anexo II 5.7.3 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

Anexo II 5.7.3 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Anexo II 5.7.3 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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Anexo II 5.7.3 redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 5.7.3 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

4075

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

Low」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 5.7.3 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.7.4 cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

Anexo II 5.7.4 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

Anexo II 5.8.2 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。
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Anexo II 5.8.2 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

Art. 14.4 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

Art. 16 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

Art. 16 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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Art. 16 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

Art. 16 s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

Art. 20.2 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

Art. 20.2 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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Art. 20.2 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

Art. 20.2 vuln-management-plan-exists 
(Process Check)

環境の脆弱性に対処するための
プロセスを正式に定義するた
め、脆弱性管理計画が策定さ
れ、実施されていることを確認
します。これには、脆弱性管理
ツール、環境スキャンの周期、
役割と責任などが含まれます。

Art. 21.1 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

Art. 21.1 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Art. 21.1 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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Art. 21.1 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

Art. 21.1 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Art. 21.1 rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

Art. 21.1 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Art. 21.1 s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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Art. 21.1 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

Art. 21.1 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Art. 21.1 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Art. 21.1 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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Art. 21.1 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Art. 21.1 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

Art. 21.1 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

Art. 21.1 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

Art. 21.1 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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Art. 21.1 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

Art. 21.1 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Art. 21.1 elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

Art. 21.1 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Art. 21.1 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

Art. 21.1 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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Art. 21.1 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

Art. 21.1 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Art. 21.1 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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Art. 21.1 redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Art. 21.1 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Art. 21.1 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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Art. 21.1 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Art. 21.1 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。

Art. 22 autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

Art. 22 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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Art. 22 ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

Art. 22 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

Art. 22 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

Art. 22 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。
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Art. 22 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

Art. 22 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

Art. 22 internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

Art. 22 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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Art. 22 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

Art. 22 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

Art. 22 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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Art. 22 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

Art. 22 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

Art. 22 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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Art. 22 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Art. 22 s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

Art. 22 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

Art. 22 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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Art. 22 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

Art. 22 subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

Art. 22 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

Art. 22 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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Art. 23 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

Art. 23 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

Art. 23 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

Art. 23 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。
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Art. 23 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

Art. 23 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Art. 23 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Art. 23 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

Art. 23 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。
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Art. 23 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

Art. 23 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Art. 23 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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Art. 25 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

Art. 25 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

Art. 25 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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Art. 25 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

Art. 25 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

Art. 25 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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Art. 25 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。

Art. 25 ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) の最適化インスタ
ンスは、Amazon EBS I/O 操作専
用の追加容量を提供します。こ
の最適化は、Amazon EBS I/O 操
作とその他のインスタンスから
のトラフィック間の競合を最小
化することで、EBS ボリューム
の効率的なパフォーマンスを実
現します。

Art. 25 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

Art. 25 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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Art. 25 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 
Low」で入手できます。

「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium」
に関する運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドまたはカスタムの AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、またはコスト最適化のガバナンスチェックを作成できるよう
に設計された汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコン
フォーマンスパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されてい
ません。お客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについ
て、お客様自身で評価する責任を負います。

以下に、スペインの「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium」のフレームワークによるコン
トロールと、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の 
AWS リソースに適用され、1 つ以上のスペインの「ENS Medium」によるコントロールに関連付けられま
す。スペインの「ENS」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これ
らのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

このコンフォーマンスパックのサンプルテンプレートには、2020 年 10 月 23 日に最終更新された スペイ
ンの「ENS Medium」フレームワーク内のコントロールへのマッピングが含まれています。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.1.2.a); b); c) dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CCN-ENS-Low.yaml
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CCN-ENS-Low.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
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AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。

Anexo II 4.1.2.b) ec2-security-group-attached-to-
eni-periodic

このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスまたは ENI に
セキュリティグループがアタッ
チされるようになります。この
ルールは、インベントリ内の未
使用のセキュリティグループの
モニタリングと環境の管理に役
立ちます。

Anexo II 4.1.2.b) ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

Anexo II 4.1.2.b) ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。
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Anexo II 4.1.2.b) ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

Anexo II 4.1.2.b) eip-attached このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた Elastic 
IP が、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インス
タンスまたは使用中の Elastic 
Network Interface にアタッチさ
れるようになります。このルー
ルは、環境内の未使用の EIP を
モニタリングするのに役立ちま
す。

Anexo II 4.1.2.b) vpc-network-acl-unused-check このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワークアクセスコ
ントロールリストが使用されて
いるかどうかを確認します。未
使用のネットワークアクセスコ
ントロールリストをモニタリン
グすることで、環境の正確なイ
ンベントリの使用と管理を行う
ことができます。

Anexo II 4.2.1.a) iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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Anexo II 4.2.1.a); 4.2.1.b) iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

Anexo II 4.2.4 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

Anexo II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

Anexo II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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Anexo II 4.2.4 s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

Anexo II 4.2.5 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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Anexo II 4.2.5.a) iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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Anexo II 4.2.5.c) iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

Anexo II 4.2.6.c) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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Anexo II 4.2.6.c) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

Anexo II 4.2.6.c) rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

Anexo II 4.2.6.c) wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

Anexo II 4.2.6.c) api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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Anexo II 4.2.6.c) cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Anexo II 4.2.6.c) cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Anexo II 4.2.6.c) cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

Anexo II 4.2.6.c) elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

4114

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

Medium」に関する運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.2.6.c) s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Anexo II 4.2.6.c) vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

Anexo II 4.2.7 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。
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Anexo II 4.2.7 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

Anexo II 4.2.7 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

Anexo II 4.2.7 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

Anexo II 4.3.1 ec2-security-group-attached-to-
eni-periodic

このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスまたは ENI に
セキュリティグループがアタッ
チされるようになります。この
ルールは、インベントリ内の未
使用のセキュリティグループの
モニタリングと環境の管理に役
立ちます。
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Anexo II 4.3.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

Anexo II 4.3.1 ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。

Anexo II 4.3.1 ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

Anexo II 4.3.1 eip-attached このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた Elastic 
IP が、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インス
タンスまたは使用中の Elastic 
Network Interface にアタッチさ
れるようになります。このルー
ルは、環境内の未使用の EIP を
モニタリングするのに役立ちま
す。
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Anexo II 4.3.1 vpc-network-acl-unused-check このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワークアクセスコ
ントロールリストが使用されて
いるかどうかを確認します。未
使用のネットワークアクセスコ
ントロールリストをモニタリン
グすることで、環境の正確なイ
ンベントリの使用と管理を行う
ことができます。

Anexo II 4.3.2.b) alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

Anexo II 4.3.2.b) api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

Anexo II 4.3.2.b) no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。
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Anexo II 4.3.2.b) ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

Anexo II 4.3.2.b) dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

Anexo II 4.3.2.b) ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

Anexo II 4.3.2.b) ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

4119

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

Medium」に関する運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.3.2.b) elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

Anexo II 4.3.2.b) emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

Anexo II 4.3.2.b) restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

Anexo II 4.3.2.b) internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。
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Anexo II 4.3.2.b) lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

Anexo II 4.3.2.b) lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

Anexo II 4.3.2.b) opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

Anexo II 4.3.2.b) rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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Anexo II 4.3.2.b) rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

Anexo II 4.3.2.b) redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

Anexo II 4.3.2.b) restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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Anexo II 4.3.2.b) s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Anexo II 4.3.2.b) s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

Anexo II 4.3.2.b) s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

Anexo II 4.3.2.b) s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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Anexo II 4.3.2.b) sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

Anexo II 4.3.2.b) subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

Anexo II 4.3.2.b) vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

Anexo II 4.3.2.b) vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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Anexo II 4.3.4.c) vuln-management-plan-exists 
(Process Check)

環境の脆弱性に対処するための
プロセスを正式に定義するた
め、脆弱性管理計画が策定さ
れ、実施されていることを確認
します。これには、脆弱性管理
ツール、環境スキャンの周期、
役割と責任などが含まれます。

Anexo II 4.3.6 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

Anexo II 4.3.7.a) response-plan-exists-maintained 
(Process Check)

インシデント対応計画が確立お
よび維持され、責任者に配布さ
れていることを確認します。正
式にドキュメント化された更新
済みの対応計画を用意すること
で、対応する担当者がインシデ
ントの発生中に従うべき役割、
責任、プロセスを理解すること
ができます。

Anexo II 4.3.8 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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Anexo II 4.3.8 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

Anexo II 4.3.8 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

Anexo II 4.3.8 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

Anexo II 4.3.8 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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Anexo II 4.3.8 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Anexo II 4.3.8 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Anexo II 4.3.8 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

Anexo II 4.3.8 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。
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Anexo II 4.3.8 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Anexo II 4.3.8 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

Anexo II 4.3.8.BAJO opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

Anexo II 4.3.8.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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Anexo II 4.3.10.b) cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Anexo II 4.3.10.b) cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

Anexo II 4.3.10.d) s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

Anexo II 4.6.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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Anexo II 4.6.2 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

Anexo II 4.6.2 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

Anexo II 5.2.3 security-awareness-program-
exists (Process Check)

組織のセキュリティ意識向上プ
ログラムを確立して維持しま
す。セキュリティ意識向上プロ
グラムは、さまざまなセキュリ
ティ侵害やインシデントから組
織を保護する方法を従業員に教
育するものです。

Anexo II 5.4.2 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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Anexo II 5.4.2 elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 5.4.2 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Anexo II 5.4.2 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.4.2 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

Anexo II 5.4.2 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 5.4.2 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。
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Anexo II 5.4.2 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 5.4.2.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

Anexo II 5.4.3 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Anexo II 5.4.3 elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 5.4.3 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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Anexo II 5.4.3 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.4.3 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

Anexo II 5.4.3 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 5.4.3 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Anexo II 5.4.3 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 5.4.3.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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Anexo II 5.4.3.a) iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

Anexo II 5.6.1.c) codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。
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Anexo II 5.6.1.c) codebuild-project-source-repo-
url-check

GitHub または Bitbucket のソー
スレポジトリの URL に、AWS 
Codebuild プロジェクト環境内の
個人用のアクセストークン、サ
インイン認証情報が含まれてい
ないことを確認します。GitHub 
または Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与するに
は、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではな
く、OAuth を使用します。

Anexo II 5.7.3 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

Anexo II 5.7.3 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.7.3 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Anexo II 5.7.3 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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Anexo II 5.7.3 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 5.7.3 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

Anexo II 5.7.3 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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Anexo II 5.7.3 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

Anexo II 5.7.3 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

Anexo II 5.7.3 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

Anexo II 5.7.3 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

Anexo II 5.7.3 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

4137

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

Medium」に関する運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 5.7.3 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Anexo II 5.7.3 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

Anexo II 5.7.3 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Anexo II 5.7.3 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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Anexo II 5.7.3 redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 5.7.3 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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Anexo II 5.7.3 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.7.4 cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

Anexo II 5.7.4 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

Anexo II 5.8.2 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。
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Anexo II 5.8.2 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

Anexo II 5.8.3.b) alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

Anexo II 5.8.3.b) api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

Anexo II 5.8.3.b) elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。
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Anexo II 5.8.3.b) rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

Anexo II 5.8.3.b) dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

Anexo II 5.8.3.b) elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。
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Anexo II 5.8.3.b) rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

Anexo II 5.8.3.b) vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。

Art. 14.4 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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Art. 16 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

Art. 16 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

Art. 16 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

Art. 16 s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

Art. 20.2 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。
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Art. 20.2 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

Art. 20.2 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

Art. 20.2 vuln-management-plan-exists 
(Process Check)

環境の脆弱性に対処するための
プロセスを正式に定義するた
め、脆弱性管理計画が策定さ
れ、実施されていることを確認
します。これには、脆弱性管理
ツール、環境スキャンの周期、
役割と責任などが含まれます。

Art. 21.1 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

Art. 21.1 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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Art. 21.1 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Art. 21.1 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

Art. 21.1 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Art. 21.1 rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

Art. 21.1 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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Art. 21.1 s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。

Art. 21.1 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

Art. 21.1 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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Art. 21.1 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Art. 21.1 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

Art. 21.1 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Art. 21.1 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

Art. 21.1 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
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Art. 21.1 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

Art. 21.1 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

Art. 21.1 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

Art. 21.1 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Art. 21.1 elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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Art. 21.1 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Art. 21.1 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

Art. 21.1 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Art. 21.1 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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Art. 21.1 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Art. 21.1 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

Art. 21.1 redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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Art. 21.1 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Art. 21.1 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Art. 21.1 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

4152

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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Art. 21.1 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。

Art. 22 autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

Art. 22 ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

Art. 22 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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Art. 22 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

Art. 22 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

Art. 22 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

Art. 22 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Art. 22 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

Art. 22 internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

Art. 22 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

Art. 22 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Art. 22 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

Art. 22 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

Art. 22 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

Art. 22 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Art. 22 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Art. 22 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Art. 22 s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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Art. 22 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

Art. 22 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

Art. 22 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

Art. 22 subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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Art. 22 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

Art. 22 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

Art. 23 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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Art. 23 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

Art. 23 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

Art. 23 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

Art. 23 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Art. 23 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Art. 23 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Art. 23 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

Art. 23 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

Art. 23 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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Art. 23 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Art. 23 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

Art. 24.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

Art. 24.2 response-plan-exists-maintained 
(Process Check)

インシデント対応計画が確立お
よび維持され、責任者に配布さ
れていることを確認します。正
式にドキュメント化された更新
済みの対応計画を用意すること
で、対応する担当者がインシデ
ントの発生中に従うべき役割、
責任、プロセスを理解すること
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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Art. 25 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

Art. 25 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

Art. 25 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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Art. 25 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

Art. 25 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

Art. 25 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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Art. 25 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。

Art. 25 ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) の最適化インスタ
ンスは、Amazon EBS I/O 操作専
用の追加容量を提供します。こ
の最適化は、Amazon EBS I/O 操
作とその他のインスタンスから
のトラフィック間の競合を最小
化することで、EBS ボリューム
の効率的なパフォーマンスを実
現します。

Art. 25 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

Art. 25 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

4165
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Art. 25 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 
Medium」で入手できます。

「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High」に関
する運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドまたはカスタムの AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、またはコスト最適化のガバナンスチェックを作成できるよう
に設計された汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコン
フォーマンスパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されてい
ません。お客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについ
て、お客様自身で評価する責任を負います。

以下に、スペインの「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High」のフレームワークによるコントロー
ルと、AWS Config マネージドルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リ
ソースに適用され、1 つ以上のスペインの「ENS High」によるコントロールに関連付けられます。スペイ
ンの「ENS」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピ
ングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

このコンフォーマンスパックのサンプルテンプレートには、2021 年 7 月 9 日に最終更新された、スペイ
ンの「ENS High」フレームワークによるコントロールへのマッピングが含まれています。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.1.1.ALTO annual-risk-assessment-
performed (Process check)

年に 1 回、組織のリスク評価を
実施します。リスク評価は、組
織に影響を及ぼす可能性のある
特定のリスクや脆弱性の影響を
判断するのに役立ちます。

4.2.1.b) iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ

4166

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CCN-ENS-Medium.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

4.2.5.ALTO.a) iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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Anexo II 4.1.2.a); b); c) secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 4.1.2.a); b); c) vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。

Anexo II 4.1.2.b) ec2-security-group-attached-to-
eni-periodic

このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスまたは ENI に
セキュリティグループがアタッ
チされるようになります。この
ルールは、インベントリ内の未
使用のセキュリティグループの
モニタリングと環境の管理に役
立ちます。

Anexo II 4.1.2.b) ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。
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Anexo II 4.1.2.b) ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。

Anexo II 4.1.2.b) ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

Anexo II 4.1.2.b) eip-attached このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた Elastic 
IP が、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インス
タンスまたは使用中の Elastic 
Network Interface にアタッチさ
れるようになります。このルー
ルは、環境内の未使用の EIP を
モニタリングするのに役立ちま
す。

Anexo II 4.1.2.b) vpc-network-acl-unused-check このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワークアクセスコ
ントロールリストが使用されて
いるかどうかを確認します。未
使用のネットワークアクセスコ
ントロールリストをモニタリン
グすることで、環境の正確なイ
ンベントリの使用と管理を行う
ことができます。
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Anexo II 4.2.1.a) iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

Anexo II 4.2.4 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

Anexo II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

Anexo II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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Anexo II 4.2.4 s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

Anexo II 4.2.5 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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Anexo II 4.2.5.BAJO.a) iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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Anexo II 4.2.5.BAJO.c) iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

Anexo II 4.2.6.ALTO.b) iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

4179

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

High」に関する運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.2.6.ALTO.b) mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

Anexo II 4.2.6.ALTO.b) root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

Anexo II 4.2.6.ALTO.b) root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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Anexo II 4.2.6.BAJO.c) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

4181

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

High」に関する運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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Anexo II 4.2.6.BAJO.c) s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Anexo II 4.2.6.BAJO.c) vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

Anexo II 4.2.7.BAJO iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。
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Anexo II 4.2.7.BAJO mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

Anexo II 4.2.7.BAJO root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

Anexo II 4.2.7.BAJO root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

Anexo II 4.3.1 ec2-security-group-attached-to-
eni-periodic

このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスまたは ENI に
セキュリティグループがアタッ
チされるようになります。この
ルールは、インベントリ内の未
使用のセキュリティグループの
モニタリングと環境の管理に役
立ちます。
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Anexo II 4.3.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

Anexo II 4.3.1 ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。

Anexo II 4.3.1 ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

Anexo II 4.3.1 eip-attached このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた Elastic 
IP が、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インス
タンスまたは使用中の Elastic 
Network Interface にアタッチさ
れるようになります。このルー
ルは、環境内の未使用の EIP を
モニタリングするのに役立ちま
す。
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Anexo II 4.3.1 vpc-network-acl-unused-check このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワークアクセスコ
ントロールリストが使用されて
いるかどうかを確認します。未
使用のネットワークアクセスコ
ントロールリストをモニタリン
グすることで、環境の正確なイ
ンベントリの使用と管理を行う
ことができます。

Anexo II 4.3.2.b) alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

Anexo II 4.3.2.b) api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

Anexo II 4.3.2.b) restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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Anexo II 4.3.2.b) no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

Anexo II 4.3.2.b) s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Anexo II 4.3.2.b) ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

Anexo II 4.3.2.b) dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。
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Anexo II 4.3.2.b) ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

Anexo II 4.3.2.b) ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

Anexo II 4.3.2.b) elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

Anexo II 4.3.2.b) emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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Anexo II 4.3.2.b) internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

Anexo II 4.3.2.b) lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

Anexo II 4.3.2.b) lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。
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Anexo II 4.3.2.b) opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

Anexo II 4.3.2.b) rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

Anexo II 4.3.2.b) rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

Anexo II 4.3.2.b) redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。
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Anexo II 4.3.2.b) restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Anexo II 4.3.2.b) s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

Anexo II 4.3.2.b) s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

Anexo II 4.3.2.b) s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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Anexo II 4.3.2.b) sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

Anexo II 4.3.2.b) subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

Anexo II 4.3.2.b) vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

Anexo II 4.3.2.b) vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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Anexo II 4.3.4.c) vuln-management-plan-exists 
(Process Check)

環境の脆弱性に対処するための
プロセスを正式に定義するた
め、脆弱性管理計画が策定さ
れ、実施されていることを確認
します。これには、脆弱性管理
ツール、環境スキャンの周期、
役割と責任などが含まれます。

Anexo II 4.3.6 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

Anexo II 4.3.7.MEDIA.a) response-plan-exists-maintained 
(Process Check)

インシデント対応計画が確立お
よび維持され、責任者に配布さ
れていることを確認します。正
式にドキュメント化された更新
済みの対応計画を用意すること
で、対応する担当者がインシデ
ントの発生中に従うべき役割、
責任、プロセスを理解すること
ができます。

Anexo II 4.3.8.BAJO elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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Anexo II 4.3.8.BAJO multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

Anexo II 4.3.8.BAJO rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

Anexo II 4.3.8.BAJO wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

Anexo II 4.3.8.BAJO api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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Anexo II 4.3.8.BAJO cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Anexo II 4.3.8.BAJO cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Anexo II 4.3.8.BAJO cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

Anexo II 4.3.8.BAJO elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

Anexo II 4.3.8.BAJO opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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Anexo II 4.3.8.BAJO s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Anexo II 4.3.8.BAJO vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

Anexo II 4.3.8.MEDIO elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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Anexo II 4.3.8.MEDIO multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

Anexo II 4.3.8.MEDIO rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

Anexo II 4.3.8.MEDIO wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

Anexo II 4.3.8.MEDIO api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

4197

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

High」に関する運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 4.3.8.MEDIO cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Anexo II 4.3.8.MEDIO cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Anexo II 4.3.8.MEDIO cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

Anexo II 4.3.8.MEDIO elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

Anexo II 4.3.8.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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Anexo II 4.3.8.MEDIO s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Anexo II 4.3.8.MEDIO vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

Anexo II 4.3.10.b) cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Anexo II 4.3.10.b) cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。
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Anexo II 4.3.10.d) s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

Anexo II 4.6.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

Anexo II 4.6.2.ALTO guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

Anexo II 4.6.2.BASICA securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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Anexo II 4.6.2.MEDIA guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

Anexo II 5.2.3 security-awareness-program-
exists (Process Check)

組織のセキュリティ意識向上プ
ログラムを確立して維持しま
す。セキュリティ意識向上プロ
グラムは、さまざまなセキュリ
ティ侵害やインシデントから組
織を保護する方法を従業員に教
育するものです。

Anexo II 5.2.4 security-awareness-program-
exists (Process Check)

組織のセキュリティ意識向上プ
ログラムを確立して維持しま
す。セキュリティ意識向上プロ
グラムは、さまざまなセキュリ
ティ侵害やインシデントから組
織を保護する方法を従業員に教
育するものです。

Anexo II 5.2.5 security-awareness-program-
exists (Process Check)

組織のセキュリティ意識向上プ
ログラムを確立して維持しま
す。セキュリティ意識向上プロ
グラムは、さまざまなセキュリ
ティ侵害やインシデントから組
織を保護する方法を従業員に教
育するものです。

Anexo II 5.4.2.MEDIO elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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Anexo II 5.4.2.MEDIO elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 5.4.2.MEDIO elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Anexo II 5.4.2.MEDIO alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.4.2.MEDIO api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

Anexo II 5.4.2.MEDIO elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 5.4.2.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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Anexo II 5.4.2.MEDIO redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Anexo II 5.4.2.MEDIO s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 5.4.3.BAJO.a) iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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Anexo II 5.4.3.MEDIO elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Anexo II 5.4.3.MEDIO elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 5.4.3.MEDIO elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Anexo II 5.4.3.MEDIO alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.4.3.MEDIO api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

Anexo II 5.4.3.MEDIO elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。
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Anexo II 5.4.3.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

Anexo II 5.4.3.MEDIO redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Anexo II 5.4.3.MEDIO s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 5.6.1.c) codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。

Anexo II 5.6.1.c) codebuild-project-source-repo-
url-check

GitHub または Bitbucket のソー
スレポジトリの URL に、AWS 
Codebuild プロジェクト環境内の
個人用のアクセストークン、サ
インイン認証情報が含まれてい
ないことを確認します。GitHub 
または Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与するに
は、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではな
く、OAuth を使用します。
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Anexo II 5.7.3 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

Anexo II 5.7.3 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.7.3 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Anexo II 5.7.3 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Anexo II 5.7.3 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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Anexo II 5.7.3 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

Anexo II 5.7.3 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.7.3 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。
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Anexo II 5.7.3 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

Anexo II 5.7.3 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

Anexo II 5.7.3 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

Anexo II 5.7.3 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Anexo II 5.7.3 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Anexo II 5.7.3 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。
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Anexo II 5.7.3 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Anexo II 5.7.3 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

Anexo II 5.7.3 redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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Anexo II 5.7.3 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Anexo II 5.7.3 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Anexo II 5.7.3 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Anexo II 5.7.3 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Anexo II 5.7.3 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Anexo II 5.7.4 cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。
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Anexo II 5.7.4 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

Anexo II 5.8.2 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

Anexo II 5.8.2 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

Anexo II 5.8.3.MEDIO.b) alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

4211

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

High」に関する運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Anexo II 5.8.3.MEDIO.b) api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

Anexo II 5.8.3.MEDIO.b) elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

Anexo II 5.8.3.MEDIO.b) rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

Anexo II 5.8.3.MEDIO.b) dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。
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Anexo II 5.8.3.MEDIO.b) elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

Anexo II 5.8.3.MEDIO.b) rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

Anexo II 5.8.3.MEDIO.b) vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。
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Art. 14.4 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

Art. 16 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

Art. 16 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

Art. 16 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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Art. 16 s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

Art. 20.2 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

Art. 20.2 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

Art. 20.2 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

Art. 20.2 vuln-management-plan-exists 
(Process Check)

環境の脆弱性に対処するための
プロセスを正式に定義するた
め、脆弱性管理計画が策定さ
れ、実施されていることを確認
します。これには、脆弱性管理
ツール、環境スキャンの周期、
役割と責任などが含まれます。
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Art. 21.1 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

Art. 21.1 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Art. 21.1 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Art. 21.1 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

Art. 21.1 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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Art. 21.1 rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

Art. 21.1 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Art. 21.1 s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。

Art. 21.1 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

Art. 21.1 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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Art. 21.1 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Art. 21.1 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Art. 21.1 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

Art. 21.1 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。
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Art. 21.1 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

Art. 21.1 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

Art. 21.1 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

Art. 21.1 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

Art. 21.1 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。
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Art. 21.1 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Art. 21.1 elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

Art. 21.1 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Art. 21.1 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

Art. 21.1 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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Art. 21.1 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

Art. 21.1 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Art. 21.1 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

4221

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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Art. 21.1 redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Art. 21.1 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Art. 21.1 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Art. 21.1 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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Art. 21.1 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Art. 21.1 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。

Art. 22 autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

Art. 22 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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Art. 22 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Art. 22 ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

Art. 22 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

Art. 22 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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Art. 22 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

Art. 22 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

Art. 22 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

Art. 22 internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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Art. 22 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

Art. 22 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

Art. 22 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

Art. 22 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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Art. 22 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

Art. 22 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

Art. 22 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Art. 22 s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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Art. 22 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

Art. 22 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

Art. 22 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

Art. 22 subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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Art. 22 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

Art. 22 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

Art. 23 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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Art. 23 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

Art. 23 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

Art. 23 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

Art. 23 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Art. 23 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Art. 23 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Art. 23 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

Art. 23 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

Art. 23 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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Art. 23 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Art. 23 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

Art. 24.2 response-plan-exists-maintained 
(Process Check)

インシデント対応計画が確立お
よび維持され、責任者に配布さ
れていることを確認します。正
式にドキュメント化された更新
済みの対応計画を用意すること
で、対応する担当者がインシデ
ントの発生中に従うべき役割、
責任、プロセスを理解すること
ができます。

Art. 24.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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Art. 25 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

Art. 25 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

Art. 25 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Art. 25 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

Art. 25 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

Art. 25 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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Art. 25 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。

Art. 25 ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) の最適化インスタ
ンスは、Amazon EBS I/O 操作専
用の追加容量を提供します。こ
の最適化は、Amazon EBS I/O 操
作とその他のインスタンスから
のトラフィック間の競合を最小
化することで、EBS ボリューム
の効率的なパフォーマンスを実
現します。

Art. 25 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

Art. 25 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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Art. 25 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 
High」で入手できます。

FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティ
ス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、「Title 21 of the Code of Federal Regulations (CFR) Part 11」と、AWS マネージド Config ルール
間のマッピングの例を示します。各 AWS Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の
「FDA Title 21 CFR Part 11」によるコントロールに関連付けられます。「FDA Title 21 CFR Part 11」に
よるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳
細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CCN-ENS-High.yaml
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CCN-ENS-High.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

11.1 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれます。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

11.10(a) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。このような手順
およびコントロールに
は、以下が含まれるも
のとします。(a) 正確
性、信頼性、一貫性の
ある意図された性能、
および無効になったり
変更された記録を識別
する能力を確保するた
めのシステムの検証。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

ecr-private-lifecycle-
policy-configured

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) ライフサイク
ルポリシーを使用する
と、リポジトリ内のイ
メージのライフサイク
ル管理を有効にするこ
とができます。これに
より、未使用のイメー
ジ (経過時間またはカウ
ントに基づく有効期限
切れイメージ) などのク
リーンアップを自動化
できます。

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-lifecycle-policy-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-lifecycle-policy-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

4259

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

11.10 (c) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(c) 記録の保管期
間を通して、正確かつ
すぐに検索できるよう
にするための記録の保
護。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

4265

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

4275

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

4292

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (d) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順とコ
ントロールには、以下
が含まれるものとしま
す。(d) システムへのア
クセスを、認可された
個人に制限する。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

4294

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

4295

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

4296

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

4297

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

4298

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

4299

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

4300

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

4301

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

4302

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

4303

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

4304

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

4309

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (e) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。こうした手順およ
び管理には、以下が含
まれます: (e) 電子記
録を作成、変更、削除
するオペレーターの入
力やアクションの日時
を個別に記録するため
の、安全なコンピュー
タで生成されたタイ
ムスタンプ付きの監査
証跡の使用。記録の変
更によって、過去に記
録された情報が不明瞭
にならないようにする
ものとします。これら
の監査証跡のドキュメ
ントは、少なくとも対
象の電子記録に必要な
期間保持され、政府機
関によるレビューやコ
ピーが可能なものとし
ます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

4315

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

4316

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

4318

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

4319

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

4320

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

4321

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

4322

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

4323

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

4324

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

4325

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

4326

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

4327

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

4340

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

4341

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

4342

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

4343

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

4344

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

4345

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

4346

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

4347

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

4348

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

4349

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

4350

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

4351

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

4352

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

4353

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

4354

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

4355

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

4356

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

4357

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

4358

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

4359

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

4360

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

4361

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

4362

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

4363

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

4364

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

4365

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

4366

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

4367

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

4368

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

4369

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (g) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(g) 認可された個
人のみが、システムの
使用、記録への電子署
名、オペレーションシ
ステムやコンピュータ
システムへの入力また
は出力デバイスへのア
クセス、記録の変更、
手元で操作を行うこと
ができるようにするた
めの認証確認の使用。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

11.10 (h) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(h) 必要に応じて、
データ入力またはオペ
レーションの指示の
ソースの妥当性を判断
するための、デバイス 
(端末など) による確認。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

4370

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (h) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(h) 必要に応じて、
データ入力またはオペ
レーションの指示の
ソースの妥当性を判断
するための、デバイス 
(端末など) による確認。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

11.10 (h) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(h) 必要に応じて、
データ入力またはオペ
レーションの指示の
ソースの妥当性を判断
するための、デバイス 
(端末など) による確認。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

4371

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (i) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。そのような手順お
よび統制には、以下が
含まれます。(i) 電子記
録/電子署名システムを
開発、維持、または使
用する者が、割り当て
られたタスクを実行す
るための教育、訓練、
および経験を有するか
どうかの判断。

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

4372



AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

4373

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

4374

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

4375

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

4377

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

4378

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

4379

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

4380

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

4381

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

4382

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

4383

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

4384

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

4385

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

4386

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.10 (k) 電子記録を作成、修
正、維持、または送
信するためのクローズ
ドシステムを使用する
人物は、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保し、署名者によっ
て、署名された記録が
正規のものではないと
いう否認を容易にされ
ないようにするために
設計された手順と管理
を採用するものとしま
す。これらの手順と
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(k) 以下を含む、
システムドキュメント
に関する適切なコント
ロールの使用。(1) シス
テム運用および保守の
ためのドキュメントの
配布、アクセス、使用
に対する適切なコント
ロール。(2) システムド
キュメントの開発と変
更を時系列で記録する
監査証跡を維持するた
めの改訂および変更管
理手順。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

4394

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 (a) 生体認証に基づかな
い電子署名では、以下
を行うものとします。
(1) 識別コードやパス
ワードなど、少なくと
も 2 つの異なる識別コ
ンポーネントを使用す
る。(i) 個人が、制御
された単一のシステム
への連続したアクセス
期間中に一連の署名を
実行する場合、最初の
署名はすべての電子署
名コンポーネントを使
用して実行されなけれ
ばならず、後続の署名
は、個人によってのみ
実行可能であり、個人
によってのみ使用され
るよう設計された少な
くとも 1 つの電子署名
コンポーネントを使用
して実行される。(ii) 個
人が、継続的に制御さ
れた単一のシステムへ
のアクセス期間中に実
行されなかった 1 つ以
上の署名を実行する場
合、各署名は、すべて
の電子署名コンポーネ
ントを使用して実行さ
れる。(2) 正規の所有者
のみが使用する。(3) 正
規の所有者以外が個人
の電子署名の使用を試
みた場合は、2 人以上
の個人による協力を必
要とするようにコント
ロールし実行する。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 (a) 生体認証に基づかな
い電子署名では、以下
を行うものとします。
(1) 識別コードやパス
ワードなど、少なくと
も 2 つの異なる識別コ
ンポーネントを使用す
る。(i) 個人が、制御
された単一のシステム
への連続したアクセス
期間中に一連の署名を
実行する場合、最初の
署名はすべての電子署
名コンポーネントを使
用して実行されなけれ
ばならず、後続の署名
は、個人によってのみ
実行可能であり、個人
によってのみ使用され
るよう設計された少な
くとも 1 つの電子署名
コンポーネントを使用
して実行される。(ii) 個
人が、継続的に制御さ
れた単一のシステムへ
のアクセス期間中に実
行されなかった 1 つ以
上の署名を実行する場
合、各署名は、すべて
の電子署名コンポーネ
ントを使用して実行さ
れる。(2) 正規の所有者
のみが使用する。(3) 正
規の所有者以外が個人
の電子署名の使用を試
みた場合は、2 人以上
の個人による協力を必
要とするようにコント
ロールし実行する。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 (a) 生体認証に基づかな
い電子署名では、以下
を行うものとします。
(1) 識別コードやパス
ワードなど、少なくと
も 2 つの異なる識別コ
ンポーネントを使用す
る。(i) 個人が、制御
された単一のシステム
への連続したアクセス
期間中に一連の署名を
実行する場合、最初の
署名はすべての電子署
名コンポーネントを使
用して実行されなけれ
ばならず、後続の署名
は、個人によってのみ
実行可能であり、個人
によってのみ使用され
るよう設計された少な
くとも 1 つの電子署名
コンポーネントを使用
して実行される。(ii) 個
人が、継続的に制御さ
れた単一のシステムへ
のアクセス期間中に実
行されなかった 1 つ以
上の署名を実行する場
合、各署名は、すべて
の電子署名コンポーネ
ントを使用して実行さ
れる。(2) 正規の所有者
のみが使用する。(3) 正
規の所有者以外が個人
の電子署名の使用を試
みた場合は、2 人以上
の個人による協力を必
要とするようにコント
ロールし実行する。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 (a) 生体認証に基づかな
い電子署名では、以下
を行うものとします。
(1) 識別コードやパス
ワードなど、少なくと
も 2 つの異なる識別コ
ンポーネントを使用す
る。(i) 個人が、制御
された単一のシステム
への連続したアクセス
期間中に一連の署名を
実行する場合、最初の
署名はすべての電子署
名コンポーネントを使
用して実行されなけれ
ばならず、後続の署名
は、個人によってのみ
実行可能であり、個人
によってのみ使用され
るよう設計された少な
くとも 1 つの電子署名
コンポーネントを使用
して実行される。(ii) 個
人が、継続的に制御さ
れた単一のシステムへ
のアクセス期間中に実
行されなかった 1 つ以
上の署名を実行する場
合、各署名は、すべて
の電子署名コンポーネ
ントを使用して実行さ
れる。(2) 正規の所有者
のみが使用する。(3) 正
規の所有者以外が個人
の電子署名の使用を試
みた場合は、2 人以上
の個人による協力を必
要とするようにコント
ロールし実行する。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

4398

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.2 (a) 生体認証に基づかな
い電子署名では、以下
を行うものとします。
(1) 識別コードやパス
ワードなど、少なくと
も 2 つの異なる識別コ
ンポーネントを使用す
る。(i) 個人が、制御
された単一のシステム
への連続したアクセス
期間中に一連の署名を
実行する場合、最初の
署名はすべての電子署
名コンポーネントを使
用して実行されなけれ
ばならず、後続の署名
は、個人によってのみ
実行可能であり、個人
によってのみ使用され
るよう設計された少な
くとも 1 つの電子署名
コンポーネントを使用
して実行される。(ii) 個
人が、継続的に制御さ
れた単一のシステムへ
のアクセス期間中に実
行されなかった 1 つ以
上の署名を実行する場
合、各署名は、すべて
の電子署名コンポーネ
ントを使用して実行さ
れる。(2) 正規の所有者
のみが使用する。(3) 正
規の所有者以外が個人
の電子署名の使用を試
みた場合は、2 人以上
の個人による協力を必
要とするようにコント
ロールし実行する。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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11.2 (a) 生体認証に基づかな
い電子署名では、以下
を行うものとします。
(1) 識別コードやパス
ワードなど、少なくと
も 2 つの異なる識別コ
ンポーネントを使用す
る。(i) 個人が、制御
された単一のシステム
への連続したアクセス
期間中に一連の署名を
実行する場合、最初の
署名はすべての電子署
名コンポーネントを使
用して実行されなけれ
ばならず、後続の署名
は、個人によってのみ
実行可能であり、個人
によってのみ使用され
るよう設計された少な
くとも 1 つの電子署名
コンポーネントを使用
して実行される。(ii) 個
人が、継続的に制御さ
れた単一のシステムへ
のアクセス期間中に実
行されなかった 1 つ以
上の署名を実行する場
合、各署名は、すべて
の電子署名コンポーネ
ントを使用して実行さ
れる。(2) 正規の所有者
のみが使用する。(3) 正
規の所有者以外が個人
の電子署名の使用を試
みた場合は、2 人以上
の個人による協力を必
要とするようにコント
ロールし実行する。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

4400

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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11.2 (a) 生体認証に基づかな
い電子署名では、以下
を行うものとします。
(1) 識別コードやパス
ワードなど、少なくと
も 2 つの異なる識別コ
ンポーネントを使用す
る。(i) 個人が、制御
された単一のシステム
への連続したアクセス
期間中に一連の署名を
実行する場合、最初の
署名はすべての電子署
名コンポーネントを使
用して実行されなけれ
ばならず、後続の署名
は、個人によってのみ
実行可能であり、個人
によってのみ使用され
るよう設計された少な
くとも 1 つの電子署名
コンポーネントを使用
して実行される。(ii) 個
人が、継続的に制御さ
れた単一のシステムへ
のアクセス期間中に実
行されなかった 1 つ以
上の署名を実行する場
合、各署名は、すべて
の電子署名コンポーネ
ントを使用して実行さ
れる。(2) 正規の所有者
のみが使用する。(3) 正
規の所有者以外が個人
の電子署名の使用を試
みた場合は、2 人以上
の個人による協力を必
要とするようにコント
ロールし実行する。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

4401

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

4403

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

4405

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
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11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

4406

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

codebuild-project-s3-
logs-encrypted

機密性のある保管中
のデータを保護するた
め、Amazon S3 に保存
された AWS CodeBuild 
ログで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

11.3 オープンシステムを使
用して電子記録を作
成、修正、維持、送信
する人物は、電子記録
の作成時点から受領時
点まで、電子記録の真
正性、完全性、さらに
必要に応じて機密性を
確保するために設計さ
れた手順とコントロー
ルを採用するものと
します。このような
手順とコントロールに
は、11.10 の指定による
もののほか、必要に応
じて記録の真正性、完
全性、機密性を確保す
るためのドキュメント
の暗号化や、適切なデ
ジタル署名の規格の使
用などの追加措置が含
まれるものとします。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.300 (b) 識別コードとパスワー
ドを組み合わせた電
子署名を使用する人
物は、その安全性と完
全性を確保するための
コントロールを行うも
のとします。これらの
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(b) 識別コードおよ
びパスワードの発行が
定期的にチェック、リ
コールされ、改訂され
ていることを確認する 
(古いパスワードなどに
対応するため)。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

11.300 (b) 識別コードとパスワー
ドを組み合わせた電
子署名を使用する人
物は、その安全性と完
全性を確保するための
コントロールを行うも
のとします。これらの
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(b) 識別コードおよ
びパスワードの発行が
定期的にチェック、リ
コールされ、改訂され
ていることを確認する 
(古いパスワードなどに
対応するため)。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.300 (b) 識別コードとパスワー
ドを組み合わせた電
子署名を使用する人
物は、その安全性と完
全性を確保するための
コントロールを行うも
のとします。これらの
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(b) 識別コードおよ
びパスワードの発行が
定期的にチェック、リ
コールされ、改訂され
ていることを確認する 
(古いパスワードなどに
対応するため)。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.300 (b) 識別コードとパスワー
ドを組み合わせた電
子署名を使用する人
物は、その安全性と完
全性を確保するための
コントロールを行うも
のとします。これらの
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(b) 識別コードおよ
びパスワードの発行が
定期的にチェック、リ
コールされ、改訂され
ていることを確認する 
(古いパスワードなどに
対応するため)。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

11.300 (b) 識別コードとパスワー
ドを組み合わせた電
子署名を使用する人
物は、その安全性と完
全性を確保するための
コントロールを行うも
のとします。これらの
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(b) 識別コードおよ
びパスワードの発行が
定期的にチェック、リ
コールされ、改訂され
ていることを確認する 
(古いパスワードなどに
対応するため)。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.300 (b) 識別コードとパスワー
ドを組み合わせた電
子署名を使用する人
物は、その安全性と完
全性を確保するための
コントロールを行うも
のとします。これらの
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(b) 識別コードおよ
びパスワードの発行が
定期的にチェック、リ
コールされ、改訂され
ていることを確認する 
(古いパスワードなどに
対応するため)。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

11.300 (d) 識別コードとパスワー
ドを組み合わせた電
子署名を使用する人
物は、その安全性と完
全性を確保するための
コントロールを行うも
のとします。これらの
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(d) パスワードお
よび/または識別コード
の不正使用を防止する
ためのトランザクショ
ンのセーフガードの使
用、ならびにシステム
セキュリティユニット
の不正使用の試みを検
知し、必要に応じて組
織の管理者に即時かつ
緊急に報告する。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.300 (d) 識別コードとパスワー
ドを組み合わせた電
子署名を使用する人
物は、その安全性と完
全性を確保するための
コントロールを行うも
のとします。これらの
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(d) パスワードお
よび/または識別コード
の不正使用を防止する
ためのトランザクショ
ンのセーフガードの使
用、ならびにシステム
セキュリティユニット
の不正使用の試みを検
知し、必要に応じて組
織の管理者に即時かつ
緊急に報告する。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

11.300 (d) 識別コードとパスワー
ドを組み合わせた電
子署名を使用する人
物は、その安全性と完
全性を確保するための
コントロールを行うも
のとします。これらの
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(d) パスワードお
よび/または識別コード
の不正使用を防止する
ためのトランザクショ
ンのセーフガードの使
用、ならびにシステム
セキュリティユニット
の不正使用の試みを検
知し、必要に応じて組
織の管理者に即時かつ
緊急に報告する。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.300 (d) 識別コードとパスワー
ドを組み合わせた電
子署名を使用する人
物は、その安全性と完
全性を確保するための
コントロールを行うも
のとします。これらの
コントロールには以下
が含まれるものとしま
す。(d) パスワードお
よび/または識別コード
の不正使用を防止する
ためのトランザクショ
ンのセーフガードの使
用、ならびにシステム
セキュリティユニット
の不正使用の試みを検
知し、必要に応じて組
織の管理者に即時かつ
緊急に報告する。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for FDA Title 21 CFR Part 11」で入手できます。

FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、「Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)」の「Low Baseline 
Controls」と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特
定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の「FedRAMP」によるコントロールに関連付けられます。
「FedRAMP」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッ
ピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-FDA-21CFR-Part-11.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

AC-2 アカウントの管理 iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-2 アカウントの管理 iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-2 アカウントの管理 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-2 アカウントの管理 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC-2 アカウントの管理 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AC-2 アカウントの管理 access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC-2 アカウントの管理 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AC-2 アカウントの管理 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AC-2 アカウントの管理 guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-2 アカウントの管理 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-2 アカウントの管理 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC-2 アカウントの管理 iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-2 アカウントの管理 mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AC-2 アカウントの管理 root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC-2 アカウントの管理 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC-3 アクセスの実施 ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC-3 アクセスの実施 ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

AC-3 アクセスの実施 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC-3 アクセスの実施 iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC-3 アクセスの実施 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 アクセスの実施 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC-3 アクセスの実施 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-3 アクセスの実施 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

AC-3 アクセスの実施 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-3 アクセスの実施 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC-3 アクセスの実施 iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

4444

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-3 アクセスの実施 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

4445

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC-3 アクセスの実施 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

4446

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 アクセスの実施 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 アクセスの実施 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

4447

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-3 アクセスの実施 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

4448

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-3 アクセスの実施 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-3 アクセスの実施 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

4449

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC-17 リモートアクセス elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

AC-17 リモートアクセス restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

4450

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 リモートアクセス ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC-17 リモートアクセス securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

4451

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 リモートアクセス acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

AC-17 リモートアクセス alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AC-17 リモートアクセス dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

4452

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 リモートアクセス ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-17 リモートアクセス ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC-17 リモートアクセス elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

4453

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 リモートアクセス emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-17 リモートアクセス guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AC-17 リモートアクセス lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

4454

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 リモートアクセス lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC-17 リモートアクセス opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

4455

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 リモートアクセス rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC-17 リモートアクセス rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-17 リモートアクセス redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC-17 リモートアクセス redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 リモートアクセス restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-17 リモートアクセス s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 リモートアクセス s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC-17 リモートアクセス s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-17 リモートアクセス s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-17 リモートアクセス s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 リモートアクセス sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC-17 リモートアクセス subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC-17 リモートアクセス vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 リモートアクセス vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AU-2 監査イベント codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 監査イベント multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-2 監査イベント rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

4461

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 監査イベント wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-2 監査イベント api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-2 監査イベント cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

4462

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 監査イベント cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-2 監査イベント cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU-2 監査イベント elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 監査イベント redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AU-2 監査イベント s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 監査イベント vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-3 監査記録の内容 codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

4465

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 監査記録の内容 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-3 監査記録の内容 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

4466

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 監査記録の内容 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-3 監査記録の内容 api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-3 監査記録の内容 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 監査記録の内容 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-3 監査記録の内容 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU-3 監査記録の内容 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 監査記録の内容 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AU-3 監査記録の内容 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 監査記録の内容 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

4472

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

4475

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 監査レビュー、分析、
および報告

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-9 監査情報の保護 s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

AU-9 監査情報の保護 cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

4476

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-9 監査情報の保護 cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

AU-9 監査情報の保護 cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

AU-9 監査情報の保護 s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-11 監査記録の保持 cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

AU-12 監査世代 codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

AU-12 監査世代 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 監査世代 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AU-12 監査世代 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-12 監査世代 api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 監査世代 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU-12 監査世代 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-12 監査世代 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 監査世代 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

AU-12 監査世代 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 監査世代 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU-12 監査世代 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CA-7 継続的なモニタリング lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

CA-7 継続的なモニタリング multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

CA-7 継続的なモニタリング securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

CA-7 継続的なモニタリング beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CA-7 継続的なモニタリング cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CA-7 継続的なモニタリング cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CA-7 継続的なモニタリング ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CA-7 継続的なモニタリング redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

CM-2 ベースラインの設定 api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

CM-2 ベースラインの設定 autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

4489

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM-2 ベースラインの設定 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CM-2 ベースラインの設定 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

CM-2 ベースラインの設定 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM-2 ベースラインの設定 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CM-2 ベースラインの設定 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

CM-2 ベースラインの設定 no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM-2 ベースラインの設定 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM-2 ベースラインの設定 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

CM-2 ベースラインの設定 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM-2 ベースラインの設定 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

CM-2 ベースラインの設定 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CM-2 ベースラインの設定 ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-2 ベースラインの設定 ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

CM-2 ベースラインの設定 ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CM-2 ベースラインの設定 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM-2 ベースラインの設定 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM-7 最小の機能 ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

CM-7 最小の機能 ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-7 最小の機能 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-8 情報システムのコン
ポーネントのインベン
トリ

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-8 情報システムのコン
ポーネントのインベン
トリ

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-8 情報システムのコン
ポーネントのインベン
トリ

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM-8 情報システムのコン
ポーネントのインベン
トリ

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 情報システムのバック
アップ

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 情報システムのバック
アップ

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 情報システムのバック
アップ

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 情報システムのバック
アップ

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 情報システムのバック
アップ

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 情報システムのバック
アップ

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4506

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 情報システムのバック
アップ

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 情報システムのバック
アップ

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4507

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 情報システムのバック
アップ

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CP-9 情報システムのバック
アップ

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

CP-9 情報システムのバック
アップ

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

4508

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 情報システムのバック
アップ

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CP-9 情報システムのバック
アップ

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CP-9 情報システムのバック
アップ

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

4509

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

4517

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CP-10 情報システムの復旧と
再構築

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 身分証明書と認証 (組織
のユーザー)

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 身分証明書と認証 (組織
のユーザー)

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

IA-2 身分証明書と認証 (組織
のユーザー)

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA-2 身分証明書と認証 (組織
のユーザー)

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 身分証明書と認証 (組織
のユーザー)

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

IA-2 身分証明書と認証 (組織
のユーザー)

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

IA-5 Authenticator の管理 codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5 Authenticator の管理 iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-4 インシデントハンドリ
ング

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

IR-4 インシデントハンドリ
ング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-4 インシデントハンドリ
ング

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

IR-4 インシデントハンドリ
ング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

4524

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-4 インシデントハンドリ
ング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

IR-6 インシデントの報告 guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-6 インシデントの報告 guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

IR-6 インシデントの報告 securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-7 インシデント対応の改
善

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

IR-7 インシデント対応の改
善

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-7 インシデント対応の改
善

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

RA-5 脆弱性スキャン guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RA-5 脆弱性スキャン securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

RA-5 脆弱性スキャン guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-3 システム開発のライフ
サイクル

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

SA-3 システム開発のライフ
サイクル

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-3 システム開発のライフ
サイクル

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

SC-5 サービス拒否からの保
護

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

SC-5 サービス拒否からの保
護

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 サービス拒否からの保
護

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

SC-5 サービス拒否からの保
護

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 サービス拒否からの保
護

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

SC-5 サービス拒否からの保
護

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

SC-5 サービス拒否からの保
護

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 サービス拒否からの保
護

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

SC-5 サービス拒否からの保
護

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 サービス拒否からの保
護

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

SC-5 サービス拒否からの保
護

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 サービス拒否からの保
護

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

SC-5 サービス拒否からの保
護

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC-7 境界保護 autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

SC-7 境界保護 elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC-7 境界保護 ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

SC-7 境界保護 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SC-7 境界保護 alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC-7 境界保護 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 境界保護 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 境界保護 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7 境界保護 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC-7 境界保護 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 境界保護 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-7 境界保護 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC-7 境界保護 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC-7 境界保護 vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-7 境界保護 waf-regional-webacl-not-
empty

AWS WAF にアタッチ
されたウェブ ACL に
は、ウェブリクエス
トを検査および制御す
る、ルールおよびルー
ルグループのコレク
ションを含めることが
できます。ウェブ ACL 
が空の場合、ウェブト
ラフィックは、WAF に
よる検出または処理な
しに通過します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-12 暗号化キーの確立と管
理

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

SC-12 暗号化キーの確立と管
理

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

SC-12 暗号化キーの確立と管
理

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 暗号化による保護 kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC-13 暗号化による保護 s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-13 暗号化による保護 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 暗号化による保護 sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-13 暗号化による保護 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-13 暗号化による保護 redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2 欠陥修復 ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

SI-2 欠陥修復 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2 欠陥修復 ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

SI-2 欠陥修復 elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

SI-3 欠陥修復 codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-3 欠陥修復 codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

SI-3 欠陥修復 ecs-task-definition-
memory-hard-limit

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
で使用できる最大メモ
リを制限することで、
コンテナへの悪意のあ
るアクセスが発生して
も、リソースの使用量
が悪用されることはあ
りません。

SI-4 情報システムのモニタ
リング

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 情報システムのモニタ
リング

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SI-4 情報システムのモニタ
リング

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 情報システムのモニタ
リング

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI-4 情報システムのモニタ
リング

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 情報システムのモニタ
リング

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SI-4 情報システムのモニタ
リング

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI-4 情報システムのモニタ
リング

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

4553

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 情報システムのモニタ
リング

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SI-4 情報システムのモニタ
リング

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI-4 情報システムのモニタ
リング

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

4554

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 情報システムのモニタ
リング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI-4 情報システムのモニタ
リング

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

4555

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-5 セキュリティアラー
ト、勧告、および指示

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI-5 セキュリティアラー
ト、勧告、および指示

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

4556

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-5 セキュリティアラー
ト、勧告、および指示

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

SI-5 セキュリティアラー
ト、勧告、および指示

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

4557

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 情報の取り扱いと保持 バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 情報の取り扱いと保持 バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

4558

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 情報の取り扱いと保持 cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

SI-12 情報の取り扱いと保持 dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4559

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 情報の取り扱いと保持 バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 情報の取り扱いと保持 EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4560

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 情報の取り扱いと保持 バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 情報の取り扱いと保持 fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4561

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 情報の取り扱いと保持 rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 情報の取り扱いと保持 redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

4562

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP (Low) の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 情報の取り扱いと保持 db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

SI-12 情報の取り扱いと保持 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

SI-12 情報の取り扱いと保持 elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

4563

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 情報の取り扱いと保持 s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

SI-16 メモリ保護 ecs-task-definition-
memory-hard-limit

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
で使用できる最大メモ
リを制限することで、
コンテナへの悪意のあ
るアクセスが発生して
も、リソースの使用量
が悪用されることはあ
りません。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for FedRAMP (Low)」で入手できます。

FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラク
ティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、「Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)」と、AWS マネージド 
Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ
以上の「FedRAMP」によるコントロールに関連付けられます。「FedRAMP」によるコントロールを、複
数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスにつ
いては、以下の表を参照してください。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-FedRAMP-Low.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

このコンフォーマンスパックは、AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS) によって検証されま
した。SAS は、Payment Card Industry Qualified Security Assessors (QSA)、HITRUST Certified Common 
Security Framework Practitioners (CCSFP)、およびコンプライアンスの専門家からなる、さまざまな業界
のフレームワークにガイダンスと評価を提供することを認定されたチームです。AWSこのコンフォーマン
スパックは、SAS プロフェッショナルによって、お客様が「FedRAMP」によるコントロールのサブ集合
に対応できるよう設計されました。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (3) 情報システムは、ユー
ザーの非アクティブな
状態が 90 日を経過する
と、自動的にアカウン
トを無効にします。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (3) 情報システムは、ユー
ザーの非アクティブな
状態が 90 日を経過する
と、自動的にアカウン
トを無効にします。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2(7) 組織: (a) 許可された
情報システムへのア
クセスと特権をロー
ル別に整理するロール
ベースのアクセスス
キームに従って、特
権ユーザーを確立およ
び管理し、(b) 特権的
ロールの割り当てを監
視し、(c) 特権ロール
の割り当てが適切でな
い場合、[Assignment: 
organization-defined 
actions (割り当て: 組織
で定義されたアクショ
ン)] を実行します。補
足ガイダンス: 特権ロー
ルとは、一般ユーザー
には実行が許可され
ていない特定のセキュ
リティ関連の機能を
個人が実行できるよう
にする、組織が定義し
たロールで、個人に割
り当てられます。これ
らの特権ロールには、
キー管理、アカウン
ト管理、ネットワーク
およびシステム管理、
データベース管理、
ウェブ管理などが含ま
れます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2(7) 組織: (a) 許可された
情報システムへのア
クセスと特権をロー
ル別に整理するロール
ベースのアクセスス
キームに従って、特
権ユーザーを確立およ
び管理し、(b) 特権的
ロールの割り当てを監
視し、(c) 特権ロール
の割り当てが適切でな
い場合、[Assignment: 
organization-defined 
actions (割り当て: 組織
で定義されたアクショ
ン)] を実行します。補
足ガイダンス: 特権ロー
ルとは、一般ユーザー
には実行が許可され
ていない特定のセキュ
リティ関連の機能を
個人が実行できるよう
にする、組織が定義し
たロールで、個人に割
り当てられます。これ
らの特権ロールには、
キー管理、アカウン
ト管理、ネットワーク
およびシステム管理、
データベース管理、
ウェブ管理などが含ま
れます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2(7) 組織: (a) 許可された
情報システムへのア
クセスと特権をロー
ル別に整理するロール
ベースのアクセスス
キームに従って、特
権ユーザーを確立およ
び管理し、(b) 特権的
ロールの割り当てを監
視し、(c) 特権ロール
の割り当てが適切でな
い場合、[Assignment: 
organization-defined 
actions (割り当て: 組織
で定義されたアクショ
ン)] を実行します。補
足ガイダンス: 特権ロー
ルとは、一般ユーザー
には実行が許可され
ていない特定のセキュ
リティ関連の機能を
個人が実行できるよう
にする、組織が定義し
たロールで、個人に割
り当てられます。これ
らの特権ロールには、
キー管理、アカウン
ト管理、ネットワーク
およびシステム管理、
データベース管理、
ウェブ管理などが含ま
れます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2(7) 組織: (a) 許可された
情報システムへのア
クセスと特権をロー
ル別に整理するロール
ベースのアクセスス
キームに従って、特
権ユーザーを確立およ
び管理し、(b) 特権的
ロールの割り当てを監
視し、(c) 特権ロール
の割り当てが適切でな
い場合、[Assignment: 
organization-defined 
actions (割り当て: 組織
で定義されたアクショ
ン)] を実行します。補
足ガイダンス: 特権ロー
ルとは、一般ユーザー
には実行が許可され
ていない特定のセキュ
リティ関連の機能を
個人が実行できるよう
にする、組織が定義し
たロールで、個人に割
り当てられます。これ
らの特権ロールには、
キー管理、アカウン
ト管理、ネットワーク
およびシステム管理、
データベース管理、
ウェブ管理などが含ま
れます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2(7) 組織: (a) 許可された
情報システムへのア
クセスと特権をロー
ル別に整理するロール
ベースのアクセスス
キームに従って、特
権ユーザーを確立およ
び管理し、(b) 特権的
ロールの割り当てを監
視し、(c) 特権ロール
の割り当てが適切でな
い場合、[Assignment: 
organization-defined 
actions (割り当て: 組織
で定義されたアクショ
ン)] を実行します。補
足ガイダンス: 特権ロー
ルとは、一般ユーザー
には実行が許可され
ていない特定のセキュ
リティ関連の機能を
個人が実行できるよう
にする、組織が定義し
たロールで、個人に割
り当てられます。これ
らの特権ロールには、
キー管理、アカウン
ト管理、ネットワーク
およびシステム管理、
データベース管理、
ウェブ管理などが含ま
れます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2(7) 組織: (a) 許可された
情報システムへのア
クセスと特権をロー
ル別に整理するロール
ベースのアクセスス
キームに従って、特
権ユーザーを確立およ
び管理し、(b) 特権的
ロールの割り当てを監
視し、(c) 特権ロール
の割り当てが適切でな
い場合、[Assignment: 
organization-defined 
actions (割り当て: 組織
で定義されたアクショ
ン)] を実行します。補
足ガイダンス: 特権ロー
ルとは、一般ユーザー
には実行が許可され
ていない特定のセキュ
リティ関連の機能を
個人が実行できるよう
にする、組織が定義し
たロールで、個人に割
り当てられます。これ
らの特権ロールには、
キー管理、アカウン
ト管理、ネットワーク
およびシステム管理、
データベース管理、
ウェブ管理などが含ま
れます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (12)(a) 組織: a。[Assignment: 
organization-defined 
atypical use (割り当て: 
組織で定義された非定
型の使用)] の情報システ
ムアカウントをモニタ
リングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AC-2 (12)(a) 組織: a。[Assignment: 
organization-defined 
atypical use (割り当て: 
組織で定義された非定
型の使用)] の情報システ
ムアカウントをモニタ
リングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

4620
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

4622

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC-6 (10) 情報システムは、非特
権ユーザーが特権的機
能を実行して、実装さ
れたセキュリティの保
護/対策を無効化、回
避、変更することを防
ぎます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 (10) 情報システムは、非特
権ユーザーが特権的機
能を実行して、実装さ
れたセキュリティの保
護/対策を無効化、回
避、変更することを防
ぎます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-6 (10) 情報システムは、非特
権ユーザーが特権的機
能を実行して、実装さ
れたセキュリティの保
護/対策を無効化、回
避、変更することを防
ぎます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

4648

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

4649

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

4655

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

4665

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査することができるか
どうかを判断します。
成功および失敗したア
カウントのログオンイ
ベント、アカウント管
理イベント、オブジェ
クトへのアクセス、ポ
リシー変更、特権的機
能、プロセス追跡、シ
ステムイベント。ウェ
ブアプリケーションの
場合: すべての管理者に
よるアクティビティ、
認証のチェック、認
可のチェック、デー
タの削除、データへの
アクセス、データの変
更、アクセス許可の変
更。d。情報システム
内で以下のイベントを
監査することを決定し
ます。[organization-
defined subset of the 
auditable events defined 
in AU-2 a to be audited 
continually for each 
identified event (AU-2 a 
で定義された監査可能
なイベントの組織定義
のサブ集合で、特定さ
れた各イベントが継続
的に監査される)]。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

4673

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-7 (1) 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
audit fields within audit 
records (割り当て: 組
織で定義された監査レ
コード内の監査フィー
ルド)] に基づいて、対
象のイベントの監査レ
コードを処理する機能
を提供します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU-7 (1) 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
audit fields within audit 
records (割り当て: 組
織で定義された監査レ
コード内の監査フィー
ルド)] に基づいて、対
象のイベントの監査レ
コードを処理する機能
を提供します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-9 (2) 情報システムは、少な
くとも週に一度、監査
記録を監査対象のシス
テムやコンポーネント
とは物理的に異なるシ
ステムまたはシステム
コンポーネントにバッ
クアップします。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

AU-9 (2) 情報システムは、少な
くとも週に一度、監査
記録を監査対象のシス
テムやコンポーネント
とは物理的に異なるシ
ステムまたはシステム
コンポーネントにバッ
クアップします。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

AU-9 情報システムは、監査
情報と監査ツールを不
正アクセス、変更、削
除から保護します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-9 情報システムは、監査
情報と監査ツールを不
正アクセス、変更、削
除から保護します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

AU-9 情報システムは、監査
情報と監査ツールを不
正アクセス、変更、削
除から保護します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

AU-11 組織は、セキュリティ
インシデントの事後調
査を支援するため、ま
た、規制および組織の
情報保持要件を満たす
ために、監査レコード
を少なくとも 90 日間保
持します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。監査
機能がデプロイされた/
利用可能なすべての情
報システムおよびネッ
トワークコンポーネン
トに、AU-2 a. で定義さ
れた監査可能なイベン
トのための監査レコー
ドの生成機能を提供し
ます。AU-2 d で定義さ
れたイベントの監査レ
コードを、AU-3 で定義
された内容で作成しま
す。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

CM-7 (a) 組織: a。重要な機能の
みを提供するように情
報システムを設定しま
す。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

CM-7 (a) 組織: a。重要な機能の
みを提供するように情
報システムを設定しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-7 (a) 組織: a。重要な機能の
みを提供するように情
報システムを設定しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-8 (1) 組織は、コンポーネン
トのインストール、削
除、および情報システ
ムの更新において不可
欠な部分である情報シ
ステムコンポーネント
のインベントリを更新
します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-8 (1) 組織は、コンポーネン
トのインストール、削
除、および情報システ
ムの更新において不可
欠な部分である情報シ
ステムコンポーネント
のインベントリを更新
します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-8 (3)(a) 組織: a。情報システム
内に存在する未承認の
ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェ
アのコンポーネントを
検出するため、検出に
最大 5 分の遅延をとも
なう自動化されたメカ
ニズムを継続的に使用
します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-8 (3)(a) 組織: a。情報システム
内に存在する未承認の
ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェ
アのコンポーネントを
検出するため、検出に
最大 5 分の遅延をとも
なう自動化されたメカ
ニズムを継続的に使用
します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-8 (3)(a) 組織: a。情報システム
内に存在する未承認の
ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェ
アのコンポーネントを
検出するため、検出に
最大 5 分の遅延をとも
なう自動化されたメカ
ニズムを継続的に使用
します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM-8 (3)(a) 組織: a。情報システム
内に存在する未承認の
ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェ
アのコンポーネントを
検出するため、検出に
最大 5 分の遅延をとも
なう自動化されたメカ
ニズムを継続的に使用
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4714

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CP-9 (b) 組織: b。情報システ
ムに含まれるシステム
レベルの情報のバック
アップを実行します (毎
日の増分、毎週のすべ
て)。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 (1)(2) (1) 情報システムは、権
限のあるアカウントへ
のネットワークアクセ
スのための多要素認証
を実装します。(2) 情
報システムは、非特権
アカウントへのネット
ワークアクセスのため
の多要素認証を実装し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

IA-2 (1)(2) (1) 情報システムは、権
限のあるアカウントへ
のネットワークアクセ
スのための多要素認証
を実装します。(2) 情
報システムは、非特権
アカウントへのネット
ワークアクセスのため
の多要素認証を実装し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA-2 (1)(2) (1) 情報システムは、権
限のあるアカウントへ
のネットワークアクセ
スのための多要素認証
を実装します。(2) 情
報システムは、非特権
アカウントへのネット
ワークアクセスのため
の多要素認証を実装し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 (1)(2) (1) 情報システムは、権
限のあるアカウントへ
のネットワークアクセ
スのための多要素認証
を実装します。(2) 情
報システムは、非特権
アカウントへのネット
ワークアクセスのため
の多要素認証を実装し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

IA-2 (1) (1) 情報システムは、権
限のあるアカウントへ
のネットワークアクセ
スのための多要素認証
を実装します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA-2 (1) (1) 情報システムは、権
限のあるアカウントへ
のネットワークアクセ
スのための多要素認証
を実装します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 (1) (1) 情報システムは、権
限のあるアカウントへ
のネットワークアクセ
スのための多要素認証
を実装します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

IA-2 (1) (1) 情報システムは、権
限のあるアカウントへ
のネットワークアクセ
スのための多要素認証
を実装します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 情報システムは、組織
のユーザー (または組
織のユーザーに代わっ
て実行するプロセス) を
一意に識別し認証しま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 情報システムは、組織
のユーザー (または組
織のユーザーに代わっ
て実行するプロセス) を
一意に識別し認証しま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5 (1)(a)(d)(e) パスワードベースの認
証のための情報シス
テム: a。[Assignment: 
organization-defined 
requirements for case 
sensitivity, number 
of characters, mix of 
upper-case letters, 
lower-case letters, 
numbers, and special 
characters, including 
minimum requirements 
for each type (割り当
て: 組織で定義された大
文字と小文字の区別、
文字数、大文字、小文
字、数字、特殊文字の
組み合わせに関する、
各タイプの最小要件を
含む要件)] のパスワード
の複雑さを最小限に抑
えます: d。[Assignment: 
organization- defined 
numbers for lifetime 
minimum, lifetime 
maximum (割り当て: 組
織で定義されたライフ
タイムの最小および最
大の数値)] のパスワード
の最小および最大有効
期間の制限を適用しま
す: e。24 世代にわたる
パスワードの再利用の
禁止

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5 (4) 組織は、自動化された
ツールを使用して、
パスワード認証シス
テムに [Assignment: 
organization-defined 
requirements (割り当て: 
組織で定義された要件)] 
を満たす十分な強度が
あるかどうかを判断し
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5 (7) 組織は、暗号化されて
いない静的オーセン
ティケーターが、ア
プリケーションやアク
セススクリプトに埋め
込まれたり、ファンク
ションキーに割り当て
られたりしていないこ
とを確認します。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

IR-4 (1) 組織は、インシデント
対応プロセスをサポー
トするための自動化さ
れたメカニズムを採用
します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

IR-4 (1) 組織は、インシデント
対応プロセスをサポー
トするための自動化さ
れたメカニズムを採用
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-4 (1) 組織は、インシデント
対応プロセスをサポー
トするための自動化さ
れたメカニズムを採用
します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

IR-4 (1) 組織は、インシデント
対応プロセスをサポー
トするための自動化さ
れたメカニズムを採用
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-4 (1) 組織は、インシデント
対応プロセスをサポー
トするための自動化さ
れたメカニズムを採用
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

IR-6 (1) 組織は、セキュリティ
インシデントの報告を
サポートするための自
動化されたメカニズム
を採用します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-6 (1) 組織は、セキュリティ
インシデントの報告を
サポートするための自
動化されたメカニズム
を採用します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

IR-6 (1) 組織は、セキュリティ
インシデントの報告を
サポートするための自
動化されたメカニズム
を採用します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-7 (1) 組織は、インシデント
対応に関連する情報お
よびサポートの可用性
を高めるための自動化
されたメカニズムを採
用します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

IR-7 (1) 組織は、インシデント
対応に関連する情報お
よびサポートの可用性
を高めるための自動化
されたメカニズムを採
用します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-7 (1) 組織は、インシデント
対応に関連する情報お
よびサポートの可用性
を高めるための自動化
されたメカニズムを採
用します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

RA-5(1) 組織は、スキャン対象
の情報システムの脆
弱性を簡単に更新でき
る機能を含む脆弱性ス
キャンツールを採用し
ています。補足ガイダ
ンス: 新しい脆弱性が
発見され、発表され、
スキャン方法が開発
されたときは、スキャ
ン対象の脆弱性をすぐ
に更新する必要があり
ます。この更新プロセ
スにより、情報システ
ムの潜在的な脆弱性
が可能な限り迅速に
特定され、対処されま
す。関連コントロール: 
SI-3、SI-7。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RA-5(1) 組織は、スキャン対象
の情報システムの脆
弱性を簡単に更新でき
る機能を含む脆弱性ス
キャンツールを採用し
ています。補足ガイダ
ンス: 新しい脆弱性が
発見され、発表され、
スキャン方法が開発
されたときは、スキャ
ン対象の脆弱性をすぐ
に更新する必要があり
ます。この更新プロセ
スにより、情報システ
ムの潜在的な脆弱性
が可能な限り迅速に
特定され、対処されま
す。関連コントロール: 
SI-3、SI-7。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

RA-5(1) 組織は、スキャン対象
の情報システムの脆
弱性を簡単に更新でき
る機能を含む脆弱性ス
キャンツールを採用し
ています。補足ガイダ
ンス: 新しい脆弱性が
発見され、発表され、
スキャン方法が開発
されたときは、スキャ
ン対象の脆弱性をすぐ
に更新する必要があり
ます。この更新プロセ
スにより、情報システ
ムの潜在的な脆弱性
が可能な限り迅速に
特定され、対処されま
す。関連コントロール: 
SI-3、SI-7。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RA-5 組織: a。情報システム
およびホストされてい
るアプリケーションの
脆弱性を毎月スキャン
し [operating system/
infrastructure; monthly 
web applications and 
databases (オペレー
ティングシステム/イ
ンフラストラクチャ、
毎月のウェブアプリ
ケーションおよびデー
タベース)]、システム/
アプリケーションに影
響を与える可能性のあ
る新たな脆弱性が特定
され、報告された場合
にもスキャンします: 
b。ツール間の相互運
用性を促進し、脆弱性
管理プロセスの一部を
自動化するために、以
下の標準を使用した脆
弱性スキャンツールお
よびテクノロジーを採
用します: 1。プラット
フォーム、ソフトウェ
アの欠陥、不適切な構
成を列挙します: 2。
チェックリストとテス
ト手順のフォーマット: 
および 3。脆弱性によ
る影響の測定: c。脆
弱性スキャンレポート
とセキュリティコント
ロール評価の結果を分
析します: d。正当性の
ある脆弱性の修正: 組
織のリスク評価に基づ
き、発見日から (30) 日
以内に緩和された高リ
スクの脆弱性、発見日
から (90) 日以内に緩
和された中程度のリス
クの脆弱性、発見日か
ら (180) 日以内に緩和
された低リスクの脆弱
性: および e。脆弱性
スキャンプロセスおよ
びセキュリティコント
ロール評価から取得し
た情報を [Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
人員またはロール)] と共
有し、他の情報システ
ムにおける同様の脆弱
性 (システム的な弱点や
欠陥) を排除します。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RA-5 組織: a。情報シス
テムおよびホストさ
れているアプリケー
ションの脆弱性をス
キャンし [Assignment: 
organization-defined 
frequency and/or 
randomly in accordance 
with organization-
defined process (割り
当て: 組織で定義され
た頻度および/またはプ
ロセスに従ったランダ
ムな頻度)]、システム/
アプリケーションに影
響を与える可能性のあ
る新たな脆弱性が特定
され、報告された場合
にもスキャンします: 
b。ツール間の相互運
用性を促進し、脆弱性
管理プロセスの一部を
自動化するために、以
下の標準を使用した脆
弱性スキャンツールお
よびテクノロジーを採
用します: 1。プラット
フォーム、ソフトウェ
アの欠陥、不適切な構
成を列挙します: 2。
チェックリストとテ
スト手順のフォーマッ
ト: および 3。脆弱性
による影響の測定: c。
脆弱性スキャンレポー
トとセキュリティコン
トロール評価の結果を
分析します: d。リス
クの組織的評価に従っ
て、正当な脆弱性を修
正します: [Assignment: 
organization-defined 
response times (割り
当て: 組織で定義さ
れた応答時間)]: およ
び e。脆弱性スキャ
ンプロセスおよびセ
キュリティコントロー
ル評価から取得した
情報を [Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] と共
有し、他の情報システ

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ムにおける同様の脆弱
性 (システム的な弱点や
欠陥) を排除します。

SA-3 (a) 組織: a。情報セキュリ
ティの考慮事項が組み
込まれた [Assignment: 
organization-defined 
system development life 
cycle (割り当て: 組織で
定義されたシステム開
発のライフサイクル)] を
使用して、情報システ
ムを管理します。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

SA-3 (a) 組織: a。情報セキュリ
ティの考慮事項が組み
込まれた [Assignment: 
organization-defined 
system development life 
cycle (割り当て: 組織で
定義されたシステム開
発のライフサイクル)] を
使用して、情報システ
ムを管理します。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-3 (a) 組織: a。情報セキュリ
ティの考慮事項が組み
込まれた [Assignment: 
organization-defined 
system development life 
cycle (割り当て: 組織で
定義されたシステム開
発のライフサイクル)] を
使用して、情報システ
ムを管理します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-10 組織は、情報システ
ム、システムコンポー
ネント、情報システ
ムサービスのデベロッ
パーに以下を要求しま
す: a。システム、コ
ンポーネント、サービ
スの開発および実装と
運用の際に設定管理を
行う: b。[Assignment: 
organization-defined 
configuration items 
under configuration 
management (割り当
て: 組織で定義された
設定管理における設
定項目)] への変更の整
合性をドキュメント化
し、管理および制御す
る: c。システム、コン
ポーネント、サービス
には組織が承認した変
更のみを実装する: d。
システム、コンポーネ
ント、サービスに対す
る承認された変更と、
それらの変更による
潜在的なセキュリティ
への影響をドキュメン
ト化する: および e。
システム、コンポー
ネント、サービス内
のセキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-10 組織は、情報システ
ム、システムコンポー
ネント、情報システ
ムサービスのデベロッ
パーに以下を要求しま
す: a。システム、コ
ンポーネント、サービ
スの開発および実装と
運用の際に設定管理を
行う: b。[Assignment: 
organization-defined 
configuration items 
under configuration 
management (割り当
て: 組織で定義された
設定管理における設
定項目)] への変更の整
合性をドキュメント化
し、管理および制御す
る: c。システム、コン
ポーネント、サービス
には組織が承認した変
更のみを実装する: d。
システム、コンポーネ
ント、サービスに対す
る承認された変更と、
それらの変更による
潜在的なセキュリティ
への影響をドキュメン
ト化する: および e。
システム、コンポー
ネント、サービス内
のセキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-10 組織は、情報システ
ム、システムコンポー
ネント、情報システ
ムサービスのデベロッ
パーに以下を要求しま
す: a。システム、コ
ンポーネント、サービ
スの開発および実装と
運用の際に設定管理を
行う: b。[Assignment: 
organization-defined 
configuration items 
under configuration 
management (割り当
て: 組織で定義された
設定管理における設
定項目)] への変更の整
合性をドキュメント化
し、管理および制御す
る: c。システム、コン
ポーネント、サービス
には組織が承認した変
更のみを実装する: d。
システム、コンポーネ
ント、サービスに対す
る承認された変更と、
それらの変更による
潜在的なセキュリティ
への影響をドキュメン
ト化する: および e。
システム、コンポー
ネント、サービス内
のセキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-10 組織は、情報システ
ム、システムコンポー
ネント、情報システ
ムサービスのデベロッ
パーに以下を要求しま
す: a。システム、コ
ンポーネント、サービ
スの開発および実装と
運用の際に設定管理を
行う: b。[Assignment: 
organization-defined 
configuration items 
under configuration 
management (割り当
て: 組織で定義された
設定管理における設
定項目)] への変更の整
合性をドキュメント化
し、管理および制御す
る: c。システム、コン
ポーネント、サービス
には組織が承認した変
更のみを実装する: d。
システム、コンポーネ
ント、サービスに対す
る承認された変更と、
それらの変更による
潜在的なセキュリティ
への影響をドキュメン
ト化する: および e。
システム、コンポー
ネント、サービス内
のセキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-2 情報システムは、ユー
ザー機能 (ユーザーイン
ターフェイスサービス
を含む) を情報システム
の管理機能から分離し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

SC-2 情報システムは、ユー
ザー機能 (ユーザーイン
ターフェイスサービス
を含む) を情報システム
の管理機能から分離し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

SC-2 情報システムは、ユー
ザー機能 (ユーザーイン
ターフェイスサービス
を含む) を情報システム
の管理機能から分離し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

4749

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-2 情報システムは、ユー
ザー機能 (ユーザーイン
ターフェイスサービス
を含む) を情報システム
の管理機能から分離し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

SC-2 情報システムは、ユー
ザー機能 (ユーザーイン
ターフェイスサービス
を含む) を情報システム
の管理機能から分離し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

4751

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

4760

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

4769

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

4770

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

4771

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

4772

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-7(4) 組織: (a) 外部通信サー
ビスごとにマネージ
ドインターフェイスを
実装し、(b) 各マネー
ジドインターフェイス
のトラフィックフロー
ポリシーを確立し、
(c) 各インターフェイ
スで送信される情報の
機密性と完全性を保護
し、(d) トラフィック
フローポリシーに対
する各例外を、それを
支持するミッション/
ビジネスニーズおよび
そのニーズの期間を含
めて文書化し、(e) ト
ラフィックフローポ
リシー [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て:組
織が定める頻度)] の例
外を確認し、明示的な
ミッション/ビジネス
ニーズによって支持さ
れなくなった例外を削
除します。補足ガイダ
ンス: 関連コントロール: 
SC-8。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

4773

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 組織: (a) 外部通信サー
ビスごとにマネージ
ドインターフェイスを
実装し、(b) 各マネー
ジドインターフェイス
のトラフィックフロー
ポリシーを確立し、
(c) 各インターフェイ
スで送信される情報の
機密性と完全性を保護
し、(d) トラフィック
フローポリシーに対
する各例外を、それを
支持するミッション/
ビジネスニーズおよび
そのニーズの期間を含
めて文書化し、(e) ト
ラフィックフローポ
リシー [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て:組
織が定める頻度)] の例
外を確認し、明示的な
ミッション/ビジネス
ニーズによって支持さ
れなくなった例外を削
除します。補足ガイダ
ンス: 関連コントロール: 
SC-8。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

4774

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 組織: (a) 外部通信サー
ビスごとにマネージ
ドインターフェイスを
実装し、(b) 各マネー
ジドインターフェイス
のトラフィックフロー
ポリシーを確立し、
(c) 各インターフェイ
スで送信される情報の
機密性と完全性を保護
し、(d) トラフィック
フローポリシーに対
する各例外を、それを
支持するミッション/
ビジネスニーズおよび
そのニーズの期間を含
めて文書化し、(e) ト
ラフィックフローポ
リシー [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て:組
織が定める頻度)] の例
外を確認し、明示的な
ミッション/ビジネス
ニーズによって支持さ
れなくなった例外を削
除します。補足ガイダ
ンス: 関連コントロール: 
SC-8。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

4775

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 組織: (a) 外部通信サー
ビスごとにマネージ
ドインターフェイスを
実装し、(b) 各マネー
ジドインターフェイス
のトラフィックフロー
ポリシーを確立し、
(c) 各インターフェイ
スで送信される情報の
機密性と完全性を保護
し、(d) トラフィック
フローポリシーに対
する各例外を、それを
支持するミッション/
ビジネスニーズおよび
そのニーズの期間を含
めて文書化し、(e) ト
ラフィックフローポ
リシー [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て:組
織が定める頻度)] の例
外を確認し、明示的な
ミッション/ビジネス
ニーズによって支持さ
れなくなった例外を削
除します。補足ガイダ
ンス: 関連コントロール: 
SC-8。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

4776

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 組織: (a) 外部通信サー
ビスごとにマネージ
ドインターフェイスを
実装し、(b) 各マネー
ジドインターフェイス
のトラフィックフロー
ポリシーを確立し、
(c) 各インターフェイ
スで送信される情報の
機密性と完全性を保護
し、(d) トラフィック
フローポリシーに対
する各例外を、それを
支持するミッション/
ビジネスニーズおよび
そのニーズの期間を含
めて文書化し、(e) ト
ラフィックフローポ
リシー [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て:組
織が定める頻度)] の例
外を確認し、明示的な
ミッション/ビジネス
ニーズによって支持さ
れなくなった例外を削
除します。補足ガイダ
ンス: 関連コントロール: 
SC-8。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

4777

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 組織: (a) 外部通信サー
ビスごとにマネージ
ドインターフェイスを
実装し、(b) 各マネー
ジドインターフェイス
のトラフィックフロー
ポリシーを確立し、
(c) 各インターフェイ
スで送信される情報の
機密性と完全性を保護
し、(d) トラフィック
フローポリシーに対
する各例外を、それを
支持するミッション/
ビジネスニーズおよび
そのニーズの期間を含
めて文書化し、(e) ト
ラフィックフローポ
リシー [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て:組
織が定める頻度)] の例
外を確認し、明示的な
ミッション/ビジネス
ニーズによって支持さ
れなくなった例外を削
除します。補足ガイダ
ンス: 関連コントロール: 
SC-8。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-7(5) マネージドインター
フェイスの情報シス
テムは、デフォルトで
ネットワーク通信トラ
フィックを拒否し、例
外的にネットワーク通
信トラフィックを許可
します (つまりすべて
を拒否し、例外的に許
可)。補足ガイダンス: 
この制御の強化は、
インバウンドネット
ワーク通信トラフィッ
クとアウトバウンド
ネットワーク通信トラ
フィックの両方に適用
されます。deny-all (す
べて拒否)、permit-by-
exception (例外による許
可) のネットワーク通信
トラフィックポリシー
では、必須かつ承認さ
れた接続のみが許可さ
れます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

4778

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

4784

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4795

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-8 情報システムは、転送
される情報の機密性と
完全性を保護します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-8 情報システムは、転送
される情報の機密性と
完全性を保護します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

4796

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 情報システムは、転送
される情報の機密性と
完全性を保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-8 情報システムは、転送
される情報の機密性と
完全性を保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-8 情報システムは、転送
される情報の機密性と
完全性を保護します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

SC-8 情報システムは、転送
される情報の機密性と
完全性を保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-8 情報システムは、転送
される情報の機密性と
完全性を保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4797

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-12 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
requirements for key 
generation, distribution, 
storage, access, and 
destruction] に従って、
情報システム内で使用
される必要な暗号化の
暗号化キーを確立およ
び管理します。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

SC-12 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
requirements for key 
generation, distribution, 
storage, access, and 
destruction] に従って、
情報システム内で使用
される必要な暗号化の
暗号化キーを確立およ
び管理します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

SC-12 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
requirements for key 
generation, distribution, 
storage, access, and 
destruction] に従って、
情報システム内で使用
される必要な暗号化の
暗号化キーを確立およ
び管理します。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

4798

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、FIPS で検証さ
れた、または NSA で承
認された暗号化を実装
します。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、FIPS で検証さ
れた、または NSA で承
認された暗号化を実装
します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、FIPS で検証さ
れた、または NSA で承
認された暗号化を実装
します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

4799

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、FIPS で検証さ
れた、または NSA で承
認された暗号化を実装
します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、FIPS で検証さ
れた、または NSA で承
認された暗号化を実装
します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、FIPS で検証さ
れた、または NSA で承
認された暗号化を実装
します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

4800

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-23 情報システムは、通信
セッションの信頼性を
保護します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-23 情報システムは、通信
セッションの信頼性を
保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-23 情報システムは、通信
セッションの信頼性を
保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-23 情報システムは、通信
セッションの信頼性を
保護します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

4801

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-23 情報システムは、通信
セッションの信頼性を
保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-23 情報システムは、通信
セッションの信頼性を
保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

4802

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割り
当て: 組織で定義された
保管時の情報)] の機密
性と整合性を保護しま
す。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SI-2 (2) 組織は、欠陥の修復に
関する情報システムの
コンポーネントの状態
を判断するため、少な
くとも月に一度、自動
化されたメカニズムを
採用します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2 (2) 組織は、欠陥の修復に
関する情報システムの
コンポーネントの状態
を判断するため、少な
くとも月に一度、自動
化されたメカニズムを
採用します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI-2 (2) 組織は、欠陥の修復に
関する情報システムの
コンポーネントの状態
を判断するため、少な
くとも月に一度、自動
化されたメカニズムを
採用します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

SI-2 (2) 組織は、欠陥の修復に
関する情報システムの
コンポーネントの状態
を判断するため、少な
くとも月に一度、自動
化されたメカニズムを
採用します。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-3 組織: a。情報システ
ムの入口と出口に悪意
のあるコードに対する
保護メカニズムを採用
して、悪意のあるコー
ドを検出して根絶し
ます。b. 組織の構成
管理ポリシーと手順に
従って、新しいリリー
スが公開されるたび
に、悪意のあるコード
に対する保護メカニズ
ムを更新します。c. 悪
意あるコードの保護
機構を 1 に設定しま
す。組織のセキュリ
ティポリシーに従って
ファイルがダウンロー
ド、開く、または実行
されるときに、情報シ
ステム [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 
組織が定める頻度)] を
定期的にスキャンし、
[Selection(one or more); 
endpoint; network entry/
exit points (選択 (1 つ以
上)、エンドポイント、
ネットワークの入口/出
口ポイント)] で外部ソー
スからのファイルのリ
アルタイムスキャンを
実行します。2. 悪意の
あるコードが検出され
ると、[Selection(one or 
more): block malicious 
code; quarantine 
malicious code; send 
alert to administrator; 
[Assignment: 
organization-defined 
action] (選択 (1 つ以
上): 悪意のあるコード
のブロック、悪意の
あるコードの隔離、
管理者にアラートを
送信)、割り当て:組織
であるコードのブロが
行われます。悪意のあ
るコードの検出および
根絶中に受信する誤検
出、およびその結果生
じる情報システムの可
用性への潜在的な影響

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

4809

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
に対処します。補足ガ
イダンス: 情報システ
ムの入口と出口には、
ファイアウォール、
電子メールサーバー、
ウェブサーバー、プ
ロキシサーバー、リ
モートアクセスサー
バー、ワークステー
ション、ノートパソコ
ン、モバイルデバイス
などが含まれます。悪
意のあるコードには、
ウイルス、ワーム、
トロイの木馬、スパイ
ウェアなどが含まれま
す。悪意のあるコード
は、さまざまな形式 
(UUENCODE、Unicode 
など) でエンコードさ
れたり、圧縮された
ファイルや隠しファ
イルに格納されたり、
またはステガノグラ
フィを使用してファ
イルに隠されたりす
ることもあります。
悪意のあるコードは、
ウェブアクセス、電
子メール、電子メール
の添付ファイル、ポー
タブルストレージデバ
イスなど、さまざまな
方法で転送される可能
性があります。悪意の
あるコードの挿入は、
情報システムの脆弱性
を悪用することによっ
て行われます。悪意
のあるコードに対する
保護メカニズムには、
例えば、ウイルス対
策シグネチャの定義や
レピュテーションベー
スの技術が含まれま
す。悪意のあるコード
の影響を制限または排
除するためのさまざま
な技術や方法が存在し
ます。広範囲にわたる
構成管理と包括的なソ
フトウェアの整合性の
制御は、不正なコード
の実行を防止するのに
効果的な場合がありま
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
す。市販のソフトウェ
アに加えて、カスタ
ムビルドのソフトウェ
アにも悪意のあるコー
ドが含まれている可
能性があります。これ
には、ロジックボム、
バックドア、および組
織のミッション/ビジ
ネス機能に影響を与え
る可能性のあるその他
のタイプのサイバー攻
撃などが含まれます。
従来の悪意のあるコー
ドに対する保護メカニ
ズムでは、このような
コードを常に検出でき
るとは限りません。こ
のような状況では、組
織は代わりに、ソフト
ウェアが意図した機能
以外を実行しないよう
にするために、安全な
コーディング手法、構
成の管理と制御、信頼
できる調達プロセス、
監視方法などの他の
保護手段を使用してい
ます。組織は、悪意の
あるコードの検出に対
応するため、さまざま
なアクションが必要で
あると判断する場合が
あります。例えば、組
織は、定期的なスキャ
ン中の悪意のあるコー
ドの検出に対応するア
クション、悪意のある
ダウンロードの検出に
対応するアクション、
および/またはファイ
ルを開いたり実行しよ
うとしたときの悪意の
ある検出に対応するア
クションを定義できま
す。関連コントロール: 
CM-3、MP-2、SA-4、SA-8、SA-12、SA-13、SC-7、SC-26、SC-44、SI-2、SI-4、SI-7。
参考文献: NIST 特別刊
行物 800-83。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-3 組織: a。情報システ
ムの入口と出口に悪意
のあるコードに対する
保護メカニズムを採用
して、悪意のあるコー
ドを検出して根絶し
ます。b. 組織の構成
管理ポリシーと手順に
従って、新しいリリー
スが公開されるたび
に、悪意のあるコード
に対する保護メカニズ
ムを更新します。c. 悪
意あるコードの保護
機構を 1 に設定しま
す。組織のセキュリ
ティポリシーに従って
ファイルがダウンロー
ド、開く、または実行
されるときに、情報シ
ステム [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 
組織が定める頻度)] を
定期的にスキャンし、
[Selection(one or more); 
endpoint; network entry/
exit points (選択 (1 つ以
上)、エンドポイント、
ネットワークの入口/出
口ポイント)] で外部ソー
スからのファイルのリ
アルタイムスキャンを
実行します。2. 悪意の
あるコードが検出され
ると、[Selection(one or 
more): block malicious 
code; quarantine 
malicious code; send 
alert to administrator; 
[Assignment: 
organization-defined 
action] (選択 (1 つ以
上): 悪意のあるコード
のブロック、悪意の
あるコードの隔離、
管理者にアラートを
送信)、割り当て:組織
であるコードのブロが
行われます。悪意のあ
るコードの検出および
根絶中に受信する誤検
出、およびその結果生
じる情報システムの可
用性への潜在的な影響

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
に対処します。補足ガ
イダンス: 情報システ
ムの入口と出口には、
ファイアウォール、
電子メールサーバー、
ウェブサーバー、プ
ロキシサーバー、リ
モートアクセスサー
バー、ワークステー
ション、ノートパソコ
ン、モバイルデバイス
などが含まれます。悪
意のあるコードには、
ウイルス、ワーム、
トロイの木馬、スパイ
ウェアなどが含まれま
す。悪意のあるコード
は、さまざまな形式 
(UUENCODE、Unicode 
など) でエンコードさ
れたり、圧縮された
ファイルや隠しファ
イルに格納されたり、
またはステガノグラ
フィを使用してファ
イルに隠されたりす
ることもあります。
悪意のあるコードは、
ウェブアクセス、電
子メール、電子メール
の添付ファイル、ポー
タブルストレージデバ
イスなど、さまざまな
方法で転送される可能
性があります。悪意の
あるコードの挿入は、
情報システムの脆弱性
を悪用することによっ
て行われます。悪意
のあるコードに対する
保護メカニズムには、
例えば、ウイルス対
策シグネチャの定義や
レピュテーションベー
スの技術が含まれま
す。悪意のあるコード
の影響を制限または排
除するためのさまざま
な技術や方法が存在し
ます。広範囲にわたる
構成管理と包括的なソ
フトウェアの整合性の
制御は、不正なコード
の実行を防止するのに
効果的な場合がありま
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
す。市販のソフトウェ
アに加えて、カスタ
ムビルドのソフトウェ
アにも悪意のあるコー
ドが含まれている可
能性があります。これ
には、ロジックボム、
バックドア、および組
織のミッション/ビジ
ネス機能に影響を与え
る可能性のあるその他
のタイプのサイバー攻
撃などが含まれます。
従来の悪意のあるコー
ドに対する保護メカニ
ズムでは、このような
コードを常に検出でき
るとは限りません。こ
のような状況では、組
織は代わりに、ソフト
ウェアが意図した機能
以外を実行しないよう
にするために、安全な
コーディング手法、構
成の管理と制御、信頼
できる調達プロセス、
監視方法などの他の
保護手段を使用してい
ます。組織は、悪意の
あるコードの検出に対
応するため、さまざま
なアクションが必要で
あると判断する場合が
あります。例えば、組
織は、定期的なスキャ
ン中の悪意のあるコー
ドの検出に対応するア
クション、悪意のある
ダウンロードの検出に
対応するアクション、
および/またはファイ
ルを開いたり実行しよ
うとしたときの悪意の
ある検出に対応するア
クションを定義できま
す。関連コントロール: 
CM-3、MP-2、SA-4、SA-8、SA-12、SA-13、SC-7、SC-26、SC-44、SI-2、SI-4、SI-7。
参考文献: NIST 特別刊
行物 800-83。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-3 組織: a。情報システ
ムの入口と出口に悪意
のあるコードに対する
保護メカニズムを採用
して、悪意のあるコー
ドを検出して根絶し
ます。b. 組織の構成
管理ポリシーと手順に
従って、新しいリリー
スが公開されるたび
に、悪意のあるコード
に対する保護メカニズ
ムを更新します。c. 悪
意あるコードの保護
機構を 1 に設定しま
す。組織のセキュリ
ティポリシーに従って
ファイルがダウンロー
ド、開く、または実行
されるときに、情報シ
ステム [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 
組織が定める頻度)] を
定期的にスキャンし、
[Selection(one or more); 
endpoint; network entry/
exit points (選択 (1 つ以
上)、エンドポイント、
ネットワークの入口/出
口ポイント)] で外部ソー
スからのファイルのリ
アルタイムスキャンを
実行します。2. 悪意の
あるコードが検出され
ると、[Selection(one or 
more): block malicious 
code; quarantine 
malicious code; send 
alert to administrator; 
[Assignment: 
organization-defined 
action] (選択 (1 つ以
上): 悪意のあるコード
のブロック、悪意の
あるコードの隔離、
管理者にアラートを
送信)、割り当て:組織
であるコードのブロが
行われます。悪意のあ
るコードの検出および
根絶中に受信する誤検
出、およびその結果生
じる情報システムの可
用性への潜在的な影響

ecs-task-definition-
memory-hard-limit

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
で使用できる最大メモ
リを制限することで、
コンテナへの悪意のあ
るアクセスが発生して
も、リソースの使用量
が悪用されることはあ
りません。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
に対処します。補足ガ
イダンス: 情報システ
ムの入口と出口には、
ファイアウォール、
電子メールサーバー、
ウェブサーバー、プ
ロキシサーバー、リ
モートアクセスサー
バー、ワークステー
ション、ノートパソコ
ン、モバイルデバイス
などが含まれます。悪
意のあるコードには、
ウイルス、ワーム、
トロイの木馬、スパイ
ウェアなどが含まれま
す。悪意のあるコード
は、さまざまな形式 
(UUENCODE、Unicode 
など) でエンコードさ
れたり、圧縮された
ファイルや隠しファ
イルに格納されたり、
またはステガノグラ
フィを使用してファ
イルに隠されたりす
ることもあります。
悪意のあるコードは、
ウェブアクセス、電
子メール、電子メール
の添付ファイル、ポー
タブルストレージデバ
イスなど、さまざまな
方法で転送される可能
性があります。悪意の
あるコードの挿入は、
情報システムの脆弱性
を悪用することによっ
て行われます。悪意
のあるコードに対する
保護メカニズムには、
例えば、ウイルス対
策シグネチャの定義や
レピュテーションベー
スの技術が含まれま
す。悪意のあるコード
の影響を制限または排
除するためのさまざま
な技術や方法が存在し
ます。広範囲にわたる
構成管理と包括的なソ
フトウェアの整合性の
制御は、不正なコード
の実行を防止するのに
効果的な場合がありま
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
す。市販のソフトウェ
アに加えて、カスタ
ムビルドのソフトウェ
アにも悪意のあるコー
ドが含まれている可
能性があります。これ
には、ロジックボム、
バックドア、および組
織のミッション/ビジ
ネス機能に影響を与え
る可能性のあるその他
のタイプのサイバー攻
撃などが含まれます。
従来の悪意のあるコー
ドに対する保護メカニ
ズムでは、このような
コードを常に検出でき
るとは限りません。こ
のような状況では、組
織は代わりに、ソフト
ウェアが意図した機能
以外を実行しないよう
にするために、安全な
コーディング手法、構
成の管理と制御、信頼
できる調達プロセス、
監視方法などの他の
保護手段を使用してい
ます。組織は、悪意の
あるコードの検出に対
応するため、さまざま
なアクションが必要で
あると判断する場合が
あります。例えば、組
織は、定期的なスキャ
ン中の悪意のあるコー
ドの検出に対応するア
クション、悪意のある
ダウンロードの検出に
対応するアクション、
および/またはファイ
ルを開いたり実行しよ
うとしたときの悪意の
ある検出に対応するア
クションを定義できま
す。関連コントロール: 
CM-3、MP-2、SA-4、SA-8、SA-12、SA-13、SC-7、SC-26、SC-44、SI-2、SI-4、SI-7。
参考文献: NIST 特別刊
行物 800-83。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (1) 組織は、個々の侵入検
知ツールを情報システ
ム全体の侵入検知シス
テムに接続し、設定し
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SI-4 (4) 情報システムは、受信
および送信の通信ト
ラフィックを継続的に
モニタリングし、異常
な、または不正なアク
ティビティや状態がな
いことを確認します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (4) 情報システムは、受信
および送信の通信ト
ラフィックを継続的に
モニタリングし、異常
な、または不正なアク
ティビティや状態がな
いことを確認します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI-4 (4) 情報システムは、受信
および送信の通信ト
ラフィックを継続的に
モニタリングし、異常
な、または不正なアク
ティビティや状態がな
いことを確認します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI-4 (4) 情報システムは、受信
および送信の通信ト
ラフィックを継続的に
モニタリングし、異常
な、または不正なアク
ティビティや状態がな
いことを確認します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (5) 情報システムは、以下
の侵害または潜在的
な侵害の兆候が発生し
た場合、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割
り当て: 組織で定義さ
れた人員またはロー
ル)] に [Assignment: 
organization- defined 
compromise indicators 
(割り当て: 組織で定義
された妥協の指標)] のア
ラートを送信します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI-4 (5) 情報システムは、以下
の侵害または潜在的
な侵害の兆候が発生し
た場合、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割
り当て: 組織で定義さ
れた人員またはロー
ル)] に [Assignment: 
organization- defined 
compromise indicators 
(割り当て: 組織で定義
された妥協の指標)] のア
ラートを送信します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (5) 情報システムは、以下
の侵害または潜在的
な侵害の兆候が発生し
た場合、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割
り当て: 組織で定義さ
れた人員またはロー
ル)] に [Assignment: 
organization- defined 
compromise indicators 
(割り当て: 組織で定義
された妥協の指標)] のア
ラートを送信します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI-4 (5) 情報システムは、以下
の侵害または潜在的
な侵害の兆候が発生し
た場合、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割
り当て: 組織で定義さ
れた人員またはロー
ル)] に [Assignment: 
organization- defined 
compromise indicators 
(割り当て: 組織で定義
された妥協の指標)] のア
ラートを送信します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (16) 組織は、情報システム
全体で採用されている
モニタリングツールか
らの情報を相関させま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI-4 (16) 組織は、情報システム
全体で採用されている
モニタリングツールか
らの情報を相関させま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (16) 組織は、情報システム
全体で採用されている
モニタリングツールか
らの情報を相関させま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI-4 (16) 組織は、情報システム
全体で採用されている
モニタリングツールか
らの情報を相関させま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SI-4 (16) 組織は、情報システム
全体で採用されている
モニタリングツールか
らの情報を相関させま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (16) 組織は、情報システム
全体で採用されている
モニタリングツールか
らの情報を相関させま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-5 組織: a。情報シ
ステムのセキュリ
ティ警告、勧告、指
令を [Assignment: 
organization-defined 
external organizations] 
(割り当て:組織で定
義された外部組織) か
ら継続的に受信しま
す。b. 必要と判断さ
れる内部セキュリティ
警告、勧告、指令を作
成します。c. セキュ
リティ警告、勧告、
指令を (1 つまたは複
数) [Selection(one or 
more): [Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles] 
(選択 (1 つ以上): 割
り当て: 組織で定義
された担当者または
ロール)、[Assignment: 
organization-defined 
elements within the 
organization] (割り
当て: 組織で定義し
た組織内のエレメン
ト)、[Assignment: 
organization-defined 
external organizations] 
(割り当て: 組織で定義
された外部組織) に周知
します。d. 定められた
時間枠に従ってセキュ
リティ指令を実施する
か、違反の程度を発行
機関に通知します。補
足ガイダンス: 米国コン
ピュータ緊急対応チー
ム (US-CERT) は、連
邦政府全体の状況認識
を維持するために、セ
キュリティ警告と勧告
を生成します。セキュ
リティ指令は、その
指令を発行する責任と
権限を持つ OMB また
はその他の指定機関に
よって発行されます。
これらの指令の多くに
は重大な性質があり、
指令が適時に実施され
なければ、組織の運営
や資産、個人、その他

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
の組織、および国家に
直ちに悪影響を及ぼす
可能性があるため、セ
キュリティ指令の遵守
は不可欠です。外部組
織には、例えば、外部
のミッション/ビジネス
パートナー、サプライ
チェーンパートナー、
外部サービスプロバイ
ダー、その他のピア/サ
ポート組織が含まれま
す。関連コントロール: 
SI-2 参考文献：NIST 特
別刊行物 800-40。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-5 組織: a。情報シ
ステムのセキュリ
ティ警告、勧告、指
令を [Assignment: 
organization-defined 
external organizations] 
(割り当て:組織で定
義された外部組織) か
ら継続的に受信しま
す。b. 必要と判断さ
れる内部セキュリティ
警告、勧告、指令を作
成します。c. セキュ
リティ警告、勧告、
指令を (1 つまたは複
数) [Selection(one or 
more): [Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles] 
(選択 (1 つ以上): 割
り当て: 組織で定義
された担当者または
ロール)、[Assignment: 
organization-defined 
elements within the 
organization] (割り
当て: 組織で定義し
た組織内のエレメン
ト)、[Assignment: 
organization-defined 
external organizations] 
(割り当て: 組織で定義
された外部組織) に周知
します。d. 定められた
時間枠に従ってセキュ
リティ指令を実施する
か、違反の程度を発行
機関に通知します。補
足ガイダンス: 米国コン
ピュータ緊急対応チー
ム (US-CERT) は、連
邦政府全体の状況認識
を維持するために、セ
キュリティ警告と勧告
を生成します。セキュ
リティ指令は、その
指令を発行する責任と
権限を持つ OMB また
はその他の指定機関に
よって発行されます。
これらの指令の多くに
は重大な性質があり、
指令が適時に実施され
なければ、組織の運営
や資産、個人、その他

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
の組織、および国家に
直ちに悪影響を及ぼす
可能性があるため、セ
キュリティ指令の遵守
は不可欠です。外部組
織には、例えば、外部
のミッション/ビジネス
パートナー、サプライ
チェーンパートナー、
外部サービスプロバイ
ダー、その他のピア/サ
ポート組織が含まれま
す。関連コントロール: 
SI-2 参考文献：NIST 特
別刊行物 800-40。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-5 組織: a。情報シ
ステムのセキュリ
ティ警告、勧告、指
令を [Assignment: 
organization-defined 
external organizations] 
(割り当て:組織で定
義された外部組織) か
ら継続的に受信しま
す。b. 必要と判断さ
れる内部セキュリティ
警告、勧告、指令を作
成します。c. セキュ
リティ警告、勧告、
指令を (1 つまたは複
数) [Selection(one or 
more): [Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles] 
(選択 (1 つ以上): 割
り当て: 組織で定義
された担当者または
ロール)、[Assignment: 
organization-defined 
elements within the 
organization] (割り
当て: 組織で定義し
た組織内のエレメン
ト)、[Assignment: 
organization-defined 
external organizations] 
(割り当て: 組織で定義
された外部組織) に周知
します。d. 定められた
時間枠に従ってセキュ
リティ指令を実施する
か、違反の程度を発行
機関に通知します。補
足ガイダンス: 米国コン
ピュータ緊急対応チー
ム (US-CERT) は、連
邦政府全体の状況認識
を維持するために、セ
キュリティ警告と勧告
を生成します。セキュ
リティ指令は、その
指令を発行する責任と
権限を持つ OMB また
はその他の指定機関に
よって発行されます。
これらの指令の多くに
は重大な性質があり、
指令が適時に実施され
なければ、組織の運営
や資産、個人、その他

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
の組織、および国家に
直ちに悪影響を及ぼす
可能性があるため、セ
キュリティ指令の遵守
は不可欠です。外部組
織には、例えば、外部
のミッション/ビジネス
パートナー、サプライ
チェーンパートナー、
外部サービスプロバイ
ダー、その他のピア/サ
ポート組織が含まれま
す。関連コントロール: 
SI-2 参考文献：NIST 特
別刊行物 800-40。
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AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-5 組織: a。情報シ
ステムのセキュリ
ティ警告、勧告、指
令を [Assignment: 
organization-defined 
external organizations] 
(割り当て:組織で定
義された外部組織) か
ら継続的に受信しま
す。b. 必要と判断さ
れる内部セキュリティ
警告、勧告、指令を作
成します。c. セキュ
リティ警告、勧告、
指令を (1 つまたは複
数) [Selection(one or 
more): [Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles] 
(選択 (1 つ以上): 割
り当て: 組織で定義
された担当者または
ロール)、[Assignment: 
organization-defined 
elements within the 
organization] (割り
当て: 組織で定義し
た組織内のエレメン
ト)、[Assignment: 
organization-defined 
external organizations] 
(割り当て: 組織で定義
された外部組織) に周知
します。d. 定められた
時間枠に従ってセキュ
リティ指令を実施する
か、違反の程度を発行
機関に通知します。補
足ガイダンス: 米国コン
ピュータ緊急対応チー
ム (US-CERT) は、連
邦政府全体の状況認識
を維持するために、セ
キュリティ警告と勧告
を生成します。セキュ
リティ指令は、その
指令を発行する責任と
権限を持つ OMB また
はその他の指定機関に
よって発行されます。
これらの指令の多くに
は重大な性質があり、
指令が適時に実施され
なければ、組織の運営
や資産、個人、その他

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

4842

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
の組織、および国家に
直ちに悪影響を及ぼす
可能性があるため、セ
キュリティ指令の遵守
は不可欠です。外部組
織には、例えば、外部
のミッション/ビジネス
パートナー、サプライ
チェーンパートナー、
外部サービスプロバイ
ダー、その他のピア/サ
ポート組織が含まれま
す。関連コントロール: 
SI-2 参考文献：NIST 特
別刊行物 800-40。

SI-7 (1) 情報システムは、少な
くとも月に 1 回、セ
キュリティ関連の整合
性をチェックするイベ
ントを実行します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

4843

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7 (1) 情報システムは、少な
くとも月に 1 回、セ
キュリティ関連の整合
性をチェックするイベ
ントを実行します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

SI-7 (1) 情報システムは、少な
くとも月に 1 回、セ
キュリティ関連の整合
性をチェックするイベ
ントを実行します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
software, firmware, and 
information (割り当て: 
組織で定義されたソ
フトウェア、ファーム
ウェア、情報)] に対する
不正な変更を検出する
ための整合性検証ツー
ルを採用します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

4845

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-11 情報システム: a。攻撃
者が悪用する可能性の
ある情報を公開するこ
となく、是正措置に必
要な情報を提供するエ
ラーメッセージを生成
します。b. [Assignment: 
organization-defined 
roles ](割り当て: 組織で
定義された担当者また
はロール) にのみエラー
メッセージを表示しま
す。補足ガイダンス: 
組織はエラーメッセー
ジの構造/内容を慎重に
検討します。情報シス
テムがエラー状態をど
の程度特定して処理で
きるかは、組織の方針
と運用上の要件によっ
て決まります。攻撃者
が悪用する可能性のあ
る情報には、例えば、
誤ってユーザー名とし
てパスワードを入力し
てログオンを試みた場
合、記録された情報か
ら導き出される可能性
のあるミッション/ビジ
ネス情報 (明示的に記
載されていない場合)、
アカウント番号、ソー
シャルセキュリティ番
号、およびクレジット
カード番号などの個人
情報が含まれます。さ
らに、エラーメッセー
ジは情報を送信するた
めの秘密のチャネルを
提供する可能性があり
ます。関連コントロー
ル:AU-2、AU-3、SC-31。
制御: なし。参考: な
し。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

4846

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-11 情報システム: a。攻撃
者が悪用する可能性の
ある情報を公開するこ
となく、是正措置に必
要な情報を提供するエ
ラーメッセージを生成
します。b. [Assignment: 
organization-defined 
roles ](割り当て: 組織で
定義された担当者また
はロール) にのみエラー
メッセージを表示しま
す。補足ガイダンス: 
組織はエラーメッセー
ジの構造/内容を慎重に
検討します。情報シス
テムがエラー状態をど
の程度特定して処理で
きるかは、組織の方針
と運用上の要件によっ
て決まります。攻撃者
が悪用する可能性のあ
る情報には、例えば、
誤ってユーザー名とし
てパスワードを入力し
てログオンを試みた場
合、記録された情報か
ら導き出される可能性
のあるミッション/ビジ
ネス情報 (明示的に記
載されていない場合)、
アカウント番号、ソー
シャルセキュリティ番
号、およびクレジット
カード番号などの個人
情報が含まれます。さ
らに、エラーメッセー
ジは情報を送信するた
めの秘密のチャネルを
提供する可能性があり
ます。関連コントロー
ル:AU-2、AU-3、SC-31。
制御: なし。参考: な
し。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-11 情報システム: a。攻撃
者が悪用する可能性の
ある情報を公開するこ
となく、是正措置に必
要な情報を提供するエ
ラーメッセージを生成
します。b. [Assignment: 
organization-defined 
roles ](割り当て: 組織で
定義された担当者また
はロール) にのみエラー
メッセージを表示しま
す。補足ガイダンス: 
組織はエラーメッセー
ジの構造/内容を慎重に
検討します。情報シス
テムがエラー状態をど
の程度特定して処理で
きるかは、組織の方針
と運用上の要件によっ
て決まります。攻撃者
が悪用する可能性のあ
る情報には、例えば、
誤ってユーザー名とし
てパスワードを入力し
てログオンを試みた場
合、記録された情報か
ら導き出される可能性
のあるミッション/ビジ
ネス情報 (明示的に記
載されていない場合)、
アカウント番号、ソー
シャルセキュリティ番
号、およびクレジット
カード番号などの個人
情報が含まれます。さ
らに、エラーメッセー
ジは情報を送信するた
めの秘密のチャネルを
提供する可能性があり
ます。関連コントロー
ル:AU-2、AU-3、SC-31。
制御: なし。参考: な
し。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-11 情報システム: a。攻撃
者が悪用する可能性の
ある情報を公開するこ
となく、是正措置に必
要な情報を提供するエ
ラーメッセージを生成
します。b. [Assignment: 
organization-defined 
roles ](割り当て: 組織で
定義された担当者また
はロール) にのみエラー
メッセージを表示しま
す。補足ガイダンス: 
組織はエラーメッセー
ジの構造/内容を慎重に
検討します。情報シス
テムがエラー状態をど
の程度特定して処理で
きるかは、組織の方針
と運用上の要件によっ
て決まります。攻撃者
が悪用する可能性のあ
る情報には、例えば、
誤ってユーザー名とし
てパスワードを入力し
てログオンを試みた場
合、記録された情報か
ら導き出される可能性
のあるミッション/ビジ
ネス情報 (明示的に記
載されていない場合)、
アカウント番号、ソー
シャルセキュリティ番
号、およびクレジット
カード番号などの個人
情報が含まれます。さ
らに、エラーメッセー
ジは情報を送信するた
めの秘密のチャネルを
提供する可能性があり
ます。関連コントロー
ル:AU-2、AU-3、SC-31。
制御: なし。参考: な
し。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

4849

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-11 情報システム: a。攻撃
者が悪用する可能性の
ある情報を公開するこ
となく、是正措置に必
要な情報を提供するエ
ラーメッセージを生成
します。b. [Assignment: 
organization-defined 
roles ](割り当て: 組織で
定義された担当者また
はロール) にのみエラー
メッセージを表示しま
す。補足ガイダンス: 
組織はエラーメッセー
ジの構造/内容を慎重に
検討します。情報シス
テムがエラー状態をど
の程度特定して処理で
きるかは、組織の方針
と運用上の要件によっ
て決まります。攻撃者
が悪用する可能性のあ
る情報には、例えば、
誤ってユーザー名とし
てパスワードを入力し
てログオンを試みた場
合、記録された情報か
ら導き出される可能性
のあるミッション/ビジ
ネス情報 (明示的に記
載されていない場合)、
アカウント番号、ソー
シャルセキュリティ番
号、およびクレジット
カード番号などの個人
情報が含まれます。さ
らに、エラーメッセー
ジは情報を送信するた
めの秘密のチャネルを
提供する可能性があり
ます。関連コントロー
ル:AU-2、AU-3、SC-31。
制御: なし。参考: な
し。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

4850

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-11 情報システム: a。攻撃
者が悪用する可能性の
ある情報を公開するこ
となく、是正措置に必
要な情報を提供するエ
ラーメッセージを生成
します。b. [Assignment: 
organization-defined 
roles ](割り当て: 組織で
定義された担当者また
はロール) にのみエラー
メッセージを表示しま
す。補足ガイダンス: 
組織はエラーメッセー
ジの構造/内容を慎重に
検討します。情報シス
テムがエラー状態をど
の程度特定して処理で
きるかは、組織の方針
と運用上の要件によっ
て決まります。攻撃者
が悪用する可能性のあ
る情報には、例えば、
誤ってユーザー名とし
てパスワードを入力し
てログオンを試みた場
合、記録された情報か
ら導き出される可能性
のあるミッション/ビジ
ネス情報 (明示的に記
載されていない場合)、
アカウント番号、ソー
シャルセキュリティ番
号、およびクレジット
カード番号などの個人
情報が含まれます。さ
らに、エラーメッセー
ジは情報を送信するた
めの秘密のチャネルを
提供する可能性があり
ます。関連コントロー
ル:AU-2、AU-3、SC-31。
制御: なし。参考: な
し。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-11 情報システム: a。攻撃
者が悪用する可能性の
ある情報を公開するこ
となく、是正措置に必
要な情報を提供するエ
ラーメッセージを生成
します。b. [Assignment: 
organization-defined 
roles ](割り当て: 組織で
定義された担当者また
はロール) にのみエラー
メッセージを表示しま
す。補足ガイダンス: 
組織はエラーメッセー
ジの構造/内容を慎重に
検討します。情報シス
テムがエラー状態をど
の程度特定して処理で
きるかは、組織の方針
と運用上の要件によっ
て決まります。攻撃者
が悪用する可能性のあ
る情報には、例えば、
誤ってユーザー名とし
てパスワードを入力し
てログオンを試みた場
合、記録された情報か
ら導き出される可能性
のあるミッション/ビジ
ネス情報 (明示的に記
載されていない場合)、
アカウント番号、ソー
シャルセキュリティ番
号、およびクレジット
カード番号などの個人
情報が含まれます。さ
らに、エラーメッセー
ジは情報を送信するた
めの秘密のチャネルを
提供する可能性があり
ます。関連コントロー
ル:AU-2、AU-3、SC-31。
制御: なし。参考: な
し。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

4852

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルト Config: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルト Config: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルト Config: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

4853

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4854

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4855

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4856

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

4857

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

4858

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

SI-16 情報システムは、不
正なコードの実行か
らメモリを保護する
ために [Assignment: 
organization-defined 
security safeguards] (割
り当て:組織が定める
セキュリティ対策) を
実装しています。補
足ガイダンス: 一部の
攻撃者は、実行不可
能なメモリ領域また
は禁止されているメモ
リ位置でコードを実行
することを目的として
攻撃を仕掛けます。メ
モリを保護するために
採用されているセキュ
リティ保護手段には、
データ実行防止やアド
レス空間配置のランダ
ム化などがあります。
データ実行防止の保
護手段は、ハードウェ
アで強制することも、
メカニズムの強度を
高めるハードウェアを
使用してソフトウェア
で強制することもでき
ます。関連コントロー
ル:AC-25、SC-3。制御: 
なし。参考: なし。

ecs-task-definition-
memory-hard-limit

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
で使用できる最大メモ
リを制限することで、
コンテナへの悪意のあ
るアクセスが発生して
も、リソースの使用量
が悪用されることはあ
りません。

4859

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for FedRAMP(Moderate)」で入手できます。

FFIEC に関する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、連邦金融機関審査評議会 (FFIEC) の「Cyber Security Assessment Tool」のドメインと、AWS 
マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適
用され、1 つ以上の FFIEC の「Cyber Security Assessment Tool」によるコントロールに関連付けられま
す。FFIEC の「Cyber Security Assessment Tool」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付
けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照し
てください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.G.IT.B.1 組織のアセット (外部で
ホストされているハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、データ、システム
など) のインベントリが
維持されます。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

D1.G.IT.B.1 組織のアセット (外部で
ホストされているハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、データ、システム
など) のインベントリが
維持されます。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ

4860

https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-FedRAMP.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

D1.G.IT.B.1 組織のアセット (外部で
ホストされているハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、データ、システム
など) のインベントリが
維持されます。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

D1.G.IT.B.1 組織のアセット (外部で
ホストされているハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、データ、システム
など) のインベントリが
維持されます。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.RM.Rm.B.1 公共施設内には、情報
セキュリティおよび事
業継続性のリスク管理
機能が存在します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

D1.RM.RA.B.2 リスク評価では、追加
の認証管理を必要とす
るインターネットベー
スのシステムや高リス
クの取引が特定されま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

D1.RM.RA.B.2 リスク評価では、追加
の認証管理を必要とす
るインターネットベー
スのシステムや高リス
クの取引が特定されま
す。

annual-risk-assessment-
performed (process 
check)

年に 1 回、組織のリス
ク評価を実施します。
リスク評価は、組織に
影響を及ぼす可能性の
ある特定のリスクや脆
弱性の影響を判断する
のに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.TC.Tr.B.2 情報セキュリティに関
する年次研修には、イ
ンシデント対応、最新
のサイバー脅威(フィッ
シング、スピアフィッ
シング、ソーシャル
エンジニアリング、モ
バイルセキュリティな
ど)、および新たな問題
が含まれています。

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

D2.IS.Is.B.1 情報セキュリティの脅
威が収集され、適切な
社内の従業員と共有さ
れます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

D2.IS.Is.B.1 情報セキュリティの脅
威が収集され、適切な
社内の従業員と共有さ
れます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.IS.Is.B.1 情報セキュリティの脅
威が収集され、適切な
社内の従業員と共有さ
れます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

D2.MA.Ma.B.1 監査ログレコードやそ
の他のセキュリティイ
ベントログは、安全な
方法で確認され、保持
されます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

D2.MA.Ma.B.2 コンピュータのイベン
トログは、イベント発
生後の調査に使用され
ます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

D2.MA.Ma.B.2 コンピュータのイベン
トログは、イベント発
生後の調査に使用され
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.MA.Ma.B.2 コンピュータのイベン
トログは、イベント発
生後の調査に使用され
ます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

D2.MA.Ma.B.2 コンピュータのイベン
トログは、イベント発
生後の調査に使用され
ます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.MA.Ma.B.2 コンピュータのイベン
トログは、イベント発
生後の調査に使用され
ます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

D2.MA.Ma.B.2 コンピュータのイベン
トログは、イベント発
生後の調査に使用され
ます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.MA.Ma.B.2 コンピュータのイベン
トログは、イベント発
生後の調査に使用され
ます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

D2.MA.Ma.B.2 コンピュータのイベン
トログは、イベント発
生後の調査に使用され
ます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

D2.MA.Ma.B.2 コンピュータのイベン
トログは、イベント発
生後の調査に使用され
ます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.MA.Ma.B.2 コンピュータのイベン
トログは、イベント発
生後の調査に使用され
ます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

D2.TI.Ti.B.1 公共施設は、脅威に関
する情報を提供する、
脅威と脆弱性の情報共
有元 (FS-ISAC、US- 
CERT など) に所属また
はサブスクライブしま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

D2.TI.Ti.B.1 公共施設は、脅威に関
する情報を提供する、
脅威と脆弱性の情報共
有元 (FS-ISAC、US- 
CERT など) に所属また
はサブスクライブしま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

4880

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.TI.Ti.B.2 脅威に関する情報は、
脅威と脆弱性をモニタ
リングするために使用
されます。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

D2.TI.Ti.B.2 脅威に関する情報は、
脅威と脆弱性をモニタ
リングするために使用
されます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

D2.TI.Ti.B.2 脅威に関する情報は、
脅威と脆弱性をモニタ
リングするために使用
されます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

4881

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D2.TI.Ti.B.3 脅威に関する情報は、
内部のリスク管理と統
制を強化するために使
用されます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

D2.TI.Ti.B.3 脅威に関する情報は、
内部のリスク管理と統
制を強化するために使
用されます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

D3.CC.PM.B.1 パッチ管理プログラム
が実装され、ソフト
ウェアおよびファーム
ウェアのパッチが適時
に適用されるようにし
ます。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

4882

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.CC.PM.B.1 パッチ管理プログラム
が実装され、ソフト
ウェアおよびファーム
ウェアのパッチが適時
に適用されるようにし
ます。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

D3.CC.PM.B.1 パッチ管理プログラム
が実装され、ソフト
ウェアおよびファーム
ウェアのパッチが適時
に適用されるようにし
ます。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

D3.CC.PM.B.1 パッチ管理プログラム
が実装され、ソフト
ウェアおよびファーム
ウェアのパッチが適時
に適用されるようにし
ます。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

4883

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.CC.PM.B.3 パッチ管理レポートが
確認され、欠落してい
るセキュリティパッチ
が反映されます。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

D3.CC.PM.B.3 パッチ管理レポートが
確認され、欠落してい
るセキュリティパッチ
が反映されます。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

D3.CC.PM.B.3 パッチ管理レポートが
確認され、欠落してい
るセキュリティパッチ
が反映されます。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.CC.PM.B.3 パッチ管理レポートが
確認され、欠落してい
るセキュリティパッチ
が反映されます。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

D3.DC.An.B.1 公共施設では、環境全
体をモニタリングする
ことで異常なアクティ
ビティを検出すること
ができます。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

4885

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.1 公共施設では、環境全
体をモニタリングする
ことで異常なアクティ
ビティを検出すること
ができます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

D3.DC.An.B.1 公共施設では、環境全
体をモニタリングする
ことで異常なアクティ
ビティを検出すること
ができます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

D3.DC.An.B.2 異常なアクティビティ
のアラートを生成する
顧客トランザクション
がモニタリングされ、
レビューされます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.2 異常なアクティビティ
のアラートを生成する
顧客トランザクション
がモニタリングされ、
レビューされます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

4887

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

4888

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

4889

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

4890

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

D3.DC.An.B.3 物理的アクセスおよび
論理的アクセスのログ
は、以下のイベントで
レビューされます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

4891

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

4892

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

4893

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

4894

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

4895

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

D3.DC.An.B.4 サードパーティによる
重要なシステムへのア
クセスに、不正または
異常なアクティビティ
がないかモニタリング
されます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

D3.DC.An.B.5 昇格された特権がモニ
タリングされます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

D3.DC.An.B.5 昇格された特権がモニ
タリングされます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

4896

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.Ev.B.1 通常のネットワークア
クティビティのベー
スラインが確立されま
す。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。

D3.DC.Ev.B.1 通常のネットワークア
クティビティのベー
スラインが確立されま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

D3.DC.Ev.B.1 通常のネットワークア
クティビティのベー
スラインが確立されま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

D3.DC.Ev.B.1 通常のネットワークア
クティビティのベー
スラインが確立されま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

4897

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.Ev.B.1 通常のネットワークア
クティビティのベー
スラインが確立されま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

D3.DC.Ev.B.1 通常のネットワークア
クティビティのベー
スラインが確立されま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

4898

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.Ev.B.1 通常のネットワークア
クティビティのベー
スラインが確立されま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

D3.DC.Ev.B.1 通常のネットワークア
クティビティのベー
スラインが確立されま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

4899

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.Ev.B.1 通常のネットワークア
クティビティのベー
スラインが確立されま
す。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

D3.DC.Ev.B.2 潜在的な攻撃を管理者
に警告するメカニズム 
(ウイルス対策アラー
ト、ログイベントア
ラートなど) が用意され
ています。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

D3.DC.Ev.B.3 権限のないユーザー、
デバイス、接続、およ
びソフトウェアの存在
をモニタリングするプ
ロセスが用意されてい
ます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

4900

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.Ev.B.3 権限のないユーザー、
デバイス、接続、およ
びソフトウェアの存在
をモニタリングするプ
ロセスが用意されてい
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

D3.DC.Ev.B.3 権限のないユーザー、
デバイス、接続、およ
びソフトウェアの存在
をモニタリングするプ
ロセスが用意されてい
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

4901

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.Ev.B.3 権限のないユーザー、
デバイス、接続、およ
びソフトウェアの存在
をモニタリングするプ
ロセスが用意されてい
ます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

D3.DC.Th.B.1 外部向けシステムと内
部ネットワークのリス
ク評価に従って、独立
したテスト (侵入テスト
と脆弱性スキャンを含
む) が実施されます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

4902

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.DC.Th.B.1 外部向けシステムと内
部ネットワークのリス
ク評価に従って、独立
したテスト (侵入テスト
と脆弱性スキャンを含
む) が実施されます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

D3.DC.Th.B.1 外部向けシステムと内
部ネットワークのリス
ク評価に従って、独立
したテスト (侵入テスト
と脆弱性スキャンを含
む) が実施されます。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

4903

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

4904

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

4905

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

4906

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

D3.PC.Am.B.1 従業員は、職務責任と
最小権限の原則に基
づいて、システムおよ
び機密データへのアク
セス許可が付与されま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

4907

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.10 本番環境と非本番環境
は、情報アセットへ
の不正アクセスや変更
を防止するため、分離
されています。(* 公共
施設または公共施設の
サードパーティに本番
環境が存在しない場合
は該当しません)

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

D3.PC.Am.B.10 本番環境と非本番環境
は、情報アセットへ
の不正アクセスや変更
を防止するため、分離
されています。(* 公共
施設または公共施設の
サードパーティに本番
環境が存在しない場合
は該当しません)

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.10 本番環境と非本番環境
は、情報アセットへ
の不正アクセスや変更
を防止するため、分離
されています。(* 公共
施設または公共施設の
サードパーティに本番
環境が存在しない場合
は該当しません)

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

D3.PC.Am.B.10 本番環境と非本番環境
は、情報アセットへ
の不正アクセスや変更
を防止するため、分離
されています。(* 公共
施設または公共施設の
サードパーティに本番
環境が存在しない場合
は該当しません)

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

D3.PC.Am.B.12 すべてのパスワード
は、保管中および転送
中に暗号化されます。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

D3.PC.Am.B.13 機密データは、パブ
リックネットワークま
たは信頼できないネッ
トワーク (インターネッ
トなど) を介して送信さ
れる場合に暗号化され
ます。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

D3.PC.Am.B.13 機密データは、パブ
リックネットワークま
たは信頼できないネッ
トワーク (インターネッ
トなど) を介して送信さ
れる場合に暗号化され
ます。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.13 機密データは、パブ
リックネットワークま
たは信頼できないネッ
トワーク (インターネッ
トなど) を介して送信さ
れる場合に暗号化され
ます。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

D3.PC.Am.B.13 機密データは、パブ
リックネットワークま
たは信頼できないネッ
トワーク (インターネッ
トなど) を介して送信さ
れる場合に暗号化され
ます。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

D3.PC.Am.B.13 機密データは、パブ
リックネットワークま
たは信頼できないネッ
トワーク (インターネッ
トなど) を介して送信さ
れる場合に暗号化され
ます。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

D3.PC.Am.B.13 機密データは、パブ
リックネットワークま
たは信頼できないネッ
トワーク (インターネッ
トなど) を介して送信さ
れる場合に暗号化され
ます。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.13 機密データは、パブ
リックネットワークま
たは信頼できないネッ
トワーク (インターネッ
トなど) を介して送信さ
れる場合に暗号化され
ます。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

D3.PC.Am.B.15 従業員、請負業者、お
よびサードパーティに
よる重要なシステムへ
のリモートアクセスで
は、暗号化された接続
と多要素認証を使用し
ます。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

D3.PC.Am.B.15 従業員、請負業者、お
よびサードパーティに
よる重要なシステムへ
のリモートアクセスで
は、暗号化された接続
と多要素認証を使用し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.15 従業員、請負業者、お
よびサードパーティに
よる重要なシステムへ
のリモートアクセスで
は、暗号化された接続
と多要素認証を使用し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

D3.PC.Am.B.15 従業員、請負業者、お
よびサードパーティに
よる重要なシステムへ
のリモートアクセスで
は、暗号化された接続
と多要素認証を使用し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

D3.PC.Am.B.15 従業員、請負業者、お
よびサードパーティに
よる重要なシステムへ
のリモートアクセスで
は、暗号化された接続
と多要素認証を使用し
ます。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.15 従業員、請負業者、お
よびサードパーティに
よる重要なシステムへ
のリモートアクセスで
は、暗号化された接続
と多要素認証を使用し
ます。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

D3.PC.Am.B.15 従業員、請負業者、お
よびサードパーティに
よる重要なシステムへ
のリモートアクセスで
は、暗号化された接続
と多要素認証を使用し
ます。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

D3.PC.Am.B.16 管理責任のないユー
ザーが不正なソフト
ウェアをインストール
するのを防ぐため、管
理的、物理的、技術的
なコントロールが行わ
れます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

D3.PC.Am.B.16 管理責任のないユー
ザーが不正なソフト
ウェアをインストール
するのを防ぐため、管
理的、物理的、技術的
なコントロールが行わ
れます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.16 管理責任のないユー
ザーが不正なソフト
ウェアをインストール
するのを防ぐため、管
理的、物理的、技術的
なコントロールが行わ
れます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

D3.PC.Am.B.16 管理責任のないユー
ザーが不正なソフト
ウェアをインストール
するのを防ぐため、管
理的、物理的、技術的
なコントロールが行わ
れます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

D3.PC.Am.B.2 従業員によるシステム
および機密データへの
アクセスにより、職務
の分離が可能になりま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.2 従業員によるシステム
および機密データへの
アクセスにより、職務
の分離が可能になりま
す。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

D3.PC.Am.B.2 従業員によるシステム
および機密データへの
アクセスにより、職務
の分離が可能になりま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

D3.PC.Am.B.3 昇格された特権 (管理
者権限など) は制限さ
れ、厳重に制御されま
す (例: 個人に割り当て
られた、共有されない
より強力なパスワード
制御が必要です)。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.3 昇格された特権 (管理
者権限など) は制限さ
れ、厳重に制御されま
す (例: 個人に割り当て
られた、共有されない
より強力なパスワード
制御が必要です)。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

D3.PC.Am.B.3 昇格された特権 (管理
者権限など) は制限さ
れ、厳重に制御されま
す (例: 個人に割り当
てられた、共有されな
いより強力なパスワー
ドによる制御が必要で
す)。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

D3.PC.Am.B.3 昇格された特権 (管理
者権限など) は制限さ
れ、厳重に制御されま
す (例: 個人に割り当て
られた、共有されない
より強力なパスワード
制御が必要です)。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.3 昇格された特権 (管理
者権限など) は制限さ
れ、厳重に制御されま
す (例: 個人に割り当て
られた、共有されない
より強力なパスワード
制御が必要です)。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

D3.PC.Am.B.3 昇格された特権 (管理
者権限など) は制限さ
れ、厳重に制御されま
す (例: 個人に割り当て
られた、共有されない
より強力なパスワード
制御が必要です)。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

D3.PC.Am.B.6 システム、アプリケー
ション、ハードウェア
へのアクセスには身分
証明書と認証を必要と
し、それによって管理
されます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

4927

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.7 アクセスコントロール
には、パスワードの複
雑さや、パスワードの
試行と再利用の制限が
含まれます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Am.B.8 すべてのデフォルトパ
スワードと不要なデ
フォルトアカウント
は、システムの実装前
に変更されます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.1 ネットワークの境界
を防御するツール (境
界ルーターやファイア
ウォールなど) が使用さ
れています。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

D3.PC.IM.B.2 インターネットまたは
外部からアクセスされ
るシステムは、ファイ
アウォールまたはその
他の同様のデバイスに
よって保護されていま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.IM.B.2 インターネットまたは
外部からアクセスされ
るシステムは、ファイ
アウォールまたはその
他の同様のデバイスに
よって保護されていま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

D3.PC.IM.B.2 インターネットまたは
外部からアクセスされ
るシステムは、ファイ
アウォールまたはその
他の同様のデバイスに
よって保護されていま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.IM.B.2 インターネットまたは
外部からアクセスされ
るシステムは、ファイ
アウォールまたはその
他の同様のデバイスに
よって保護されていま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

D3.PC.IM.B.2 インターネットまたは
外部からアクセスされ
るシステムは、ファイ
アウォールまたはその
他の同様のデバイスに
よって保護されていま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.IM.B.2 インターネットまたは
外部からアクセスされ
るシステムは、ファイ
アウォールまたはその
他の同様のデバイスに
よって保護されていま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

D3.PC.IM.B.3 すべてのポートがモニ
タリングされます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

D3.PC.IM.B.3 すべてのポートがモニ
タリングされます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.IM.B.3 すべてのポートがモニ
タリングされます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

D3.PC.IM.B.3 すべてのポートがモニ
タリングされます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

D3.PC.IM.B.3 すべてのポートがモニ
タリングされます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.IM.B.3 すべてのポートがモニ
タリングされます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

D3.PC.Im.B.5 システム設定 (サーバ、
デスクトップ、ルータ
など) は業界標準に準拠
し、適用されます。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.5 システム設定 (サーバ、
デスクトップ、ルータ
など) は業界標準に準拠
し、適用されます。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

D3.PC.Im.B.5 システム設定 (サーバ、
デスクトップ、ルータ
など) は業界標準に準拠
し、適用されます。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.IM.B.6 ポート、機能、プロト
コル、サービスは、ビ
ジネス上の目的で不要
になった場合には禁止
されています。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

D3.PC.IM.B.6 ポート、機能、プロト
コル、サービスは、ビ
ジネス上の目的で不要
になった場合には禁止
されています。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.IM.B.6 ポート、機能、プロト
コル、サービスは、ビ
ジネス上の目的で不要
になった場合には禁止
されています。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

D3.PC.IM.B.6 ポート、機能、プロト
コル、サービスは、ビ
ジネス上の目的で不要
になった場合には禁止
されています。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.7 システム設定 (仮想マシ
ンとハイパーバイザー
を含む) への変更を行う
ためのアクセスがコン
トロールおよびモニタ
リングされます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

D3.PC.Im.B.7 システム設定 (仮想マシ
ンとハイパーバイザー
を含む) への変更を行う
ためのアクセスがコン
トロールおよびモニタ
リングされます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

D3.PC.Im.B.7 システム設定 (仮想マシ
ンとハイパーバイザー
を含む) への変更を行う
ためのアクセスがコン
トロールおよびモニタ
リングされます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.7 システム設定 (仮想マシ
ンとハイパーバイザー
を含む) への変更を行う
ためのアクセスがコン
トロールおよびモニタ
リングされます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

D3.PC.Im.B.7 システム設定 (仮想マシ
ンとハイパーバイザー
を含む) への変更を行う
ためのアクセスがコン
トロールおよびモニタ
リングされます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

D3.PC.Im.B.7 システム設定 (仮想マシ
ンとハイパーバイザー
を含む) への変更を行う
ためのアクセスがコン
トロールおよびモニタ
リングされます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D3.PC.Im.B.7 システム設定 (仮想マシ
ンとハイパーバイザー
を含む) への変更を行う
ためのアクセスがコン
トロールおよびモニタ
リングされます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

D3.PC.Se.B.1 公共施設で働くデベ
ロッパーは、業界標準
を満たすシステム開発
ライフサイクル (SDLC) 
の一部としての、安全
なプログラムコーディ
ング慣行に従います。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

D3.PC.Se.B.1 公共施設で働くデベ
ロッパーは、業界標準
を満たすシステム開発
ライフサイクル (SDLC) 
の一部としての、安全
なプログラムコーディ
ング慣行に従います。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D4.C.Co.B.2 公共施設は、サード
パーティーとの接続が
許可されていることを
確認します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

D4.C.Co.B.2 公共施設は、サード
パーティーとの接続が
許可されていることを
確認します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D4.C.Co.B.2 公共施設は、サード
パーティーとの接続が
許可されていることを
確認します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

D4.C.Co.B.2 公共施設は、サード
パーティーとの接続が
許可されていることを
確認します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.DR.De.B.1 アラート通知パラメー
タは、緩和アクショ
ンを促す情報セキュリ
ティインシデントを検
出するために設定され
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

D5.DR.De.B.1 アラート通知パラメー
タは、緩和アクショ
ンを促す情報セキュリ
ティインシデントを検
出するために設定され
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.DR.De.B.1 アラート通知パラメー
タは、緩和アクショ
ンを促す情報セキュリ
ティインシデントを検
出するために設定され
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

D5.DR.De.B.2 システムのパフォーマ
ンスレポートには、情
報セキュリティのイン
シデントを検出するた
めのリスク指標として
使用できる情報が含ま
れています

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.DR.De.B.2 システムのパフォーマ
ンスレポートには、情
報セキュリティのイン
シデントを検出するた
めのリスク指標として
使用できる情報が含ま
れています

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

4960

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

4962

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.DR.De.B.3 インシデント対応プロ
グラムを検出、警告、
トリガーするための
ツールとプロセスが用
意されています。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

D5.ER.Es.B.4 インシデントが分類、
記録、追跡されます。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

D5.IR.Pl.B.1 教育機関は、サイバー
インシデントにどのよ
うに対処し、対応する
かを文書化してます。

response-plan-exists-
maintained (process 
check)

インシデント対応計画
が確立および維持さ
れ、責任者に配布され
ていることを確認しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
FFIEC に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

D5.IR.Pl.B.6 公共施設は、ビジネス
継続性、災害対策、お
よびデータバックアッ
ププログラムを使用し
た、インシデント発生
後のオペレーションの
復旧を計画します。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for FFIEC」で入手できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-FFIEC.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

次に、ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアンス条件カタログ (C5) と、AWS マネージド 
Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ
または複数の Germany C5 によるコントロールに関連付けられます。Germany C5 によるコントロール
を、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダン
スについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、南米 (サンパウロ)、アジアパ
シフィック (香港)、中東 (バーレーン) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての 
AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-01 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

COS-01 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

COS-01 waf-regional-rule-not-empty AWS WAF に空でないルール
があることを確認します。条件
のないルールは、意図しない動
作を引き起こす可能性がありま
す。

4976

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-01 waf-regional-rulegroup-not-empty AWS WAF に空でないルール
グループがあることを確認しま
す。空のルールグループは、意
図しない動作を引き起こす可能
性があります。

COS-01 waf-regional-webacl-not-empty AWS WAF にアタッチされた
ウェブ ACL には、ウェブリク
エストを検査および制御する、
ルールおよびルールグループ
のコレクションを含めること
ができます。ウェブ ACL が空
の場合、ウェブトラフィック
は、WAF による検出または処理
なしに通過します。

COS-01 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

COS-03 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

COS-03 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-03 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

COS-03 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

COS-03 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-03 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

COS-03 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

COS-03 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

COS-03 internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-03 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

COS-03 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

COS-03 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

COS-03 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

4980

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-03 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

COS-03 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

COS-03 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-03 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

COS-03 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

COS-03 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。
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ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-03 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

COS-03 alb-http-drop-invalid-header-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) 
が、http ヘッダーを削除するよう
に設定されていることを確認し
ます。機密データが含まれてい
る可能性があるため、転送中の
暗号化を有効にしてデータを保
護します。

COS-05 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

COS-05 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。
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ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-05 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

COS-05 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

COS-05 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

COS-05 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-05 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

COS-05 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

COS-05 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

COS-05 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

COS-05 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

COS-05 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

COS-05 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

CRY-02 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

4986

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CRY-02 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

CRY-02 elb-predefined-security-policy-ssl-
check

転送中のデータを保護する
ため、Classic Elastic Load 
Balancing のリスナーがカス
タムセキュリティポリシーを
使用していることを確認しま
す。Elastic Load Balancing に
は、クライアントとロードバラ
ンサーの間に接続が確立された
ときに SSL ネゴシエーション
に使用される定義済み SSL ネ
ゴシエーション設定がありま
す。SSL ネゴシエーション設定
は幅広いクライアントとの互換
性を提供し、暗号 という強力
な暗号アルゴリズムを使用しま
す。このルールでは、SSL リス
ナーにカスタムセキュリティポ
リシーを設定する必要がありま
す。デフォルトのセキュリティ
ポリシーは ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。実際の値
には、組織のポリシーを反映す
る必要があります。

CRY-02 opensearch-https-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインへ
の接続で HTTPS が有効になって
いることを確認します。

CRY-02 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

CRY-02 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CRY-02 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

CRY-02 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

CRY-02 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

CRY-03 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

CRY-03 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

CRY-03 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

CRY-03 kinesis-stream-encrypted 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CRY-03 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

CRY-03 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

CRY-03 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

CRY-03 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

CRY-03 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CRY-03 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

CRY-03 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

CRY-03 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

CRY-03 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

CRY-03 codebuild-project-artifact-
encryption

機密性のある保管中のデータを
保護するため、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

CRY-03 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CRY-03 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

CRY-03 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

CRY-03 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

CRY-03 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CRY-03 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

CRY-04 cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

DEV-07 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

DEV-07 codebuild-project-logging-
enabled

AWS CodeBuild プロジェクト
のログ記録が有効になってい
ることを確認します。これによ
り、ビルド出力ログが Amazon 
CloudWatch または Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) のいずれかに送信されます。
ビルド出力ログによって、ビル
ドプロジェクトに関する詳細情
報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
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ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

DEV-07 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

DEV-07 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

DEV-07 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

DEV-07 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

IDM-01 access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
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ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

IDM-01 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

IDM-01 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

IDM-01 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

IDM-01 iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

IDM-01 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

IDM-01 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

IDM-01 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

IDM-01 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

IDM-01 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

IDM-01 secretsmanager-rotation-
enabled-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager シークレットでロー
テーションが有効にされます。
シークレットを定期的にロー
テーションすることで、シーク
レットがアクティブになる期間
が短縮され、シークレットが侵
害された場合のビジネスへの影
響が軽減される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

IDM-01 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager のシークレットがロー
テーションスケジュールに従っ
て正常にローテーションされ
るようになります。シークレッ
トを定期的にローテーションす
ることで、シークレットがアク
ティブになる期間が短縮され、
シークレットが侵害された場合
のビジネスへの影響が軽減され
る可能性があります。

IDM-01 iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

IDM-01 iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

IDM-01 codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

IDM-01 ecs-containers-nonprivileged 最小特権の原則の実装を支
援するため、Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) 
タスク定義では拡張された特権
を有効にしないでください。こ
のパラメータが true のとき、コ
ンテナには、ホストコンテナイ
ンスタンスに対する昇格された
アクセス権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

IDM-01 ecs-containers-readonly-access Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アクセスを有
効にすると、最小特権のプリン
シパルを遵守するのに役立ちま
す。このオプションにより、明
示的な読み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナインスタ
ンスのファイルシステムを変更
できないため、攻撃ベクトルを
減らすことができます。

IDM-01 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

IDM-01 efs-access-point-enforce-root-
directory

Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS) アクセスポイント
のルートディレクトリを適用す
ると、アクセスポイントのユー
ザーを、指定されたサブディレ
クトリのファイルにのみアクセ
スさせ、データアクセスを制限
することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
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ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

IDM-01 efs-access-point-enforce-user-
identity

最小特権の原則の実装を支援
するため、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) でユー
ザー適用が有効になっている
ことを確認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS で
は、NFS クライアントのユー
ザー ID およびグループ ID が、
アクセスポイントですべての
ファイルシステムオペレーショ
ンに対して設定されている ID に
置き換えられ、この適用された
ユーザー ID へのアクセスのみが
許可されます。

IDM-01 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

IDM-01 opensearch-access-control-
enabled

Amazon OpenSearch Service 
ドメインで、きめ細かいアク
セスコントロールが有効になっ
ていることを確認します。きめ
細かいアクセスコントロールに
よって、Amazon OpenSearch 
Service ドメインへの最小特権
アクセスを実現するための強
化された認可メカニズムが得
られます。これにより、ドメ
インへのロールベースのアク
セスコントロール、インデッ
クス、ドキュメント、および
フィールドレベルのセキュリ
ティ、OpenSearch Service 
ダッシュボードのマルチテナン
シーのサポート、OpenSearch 
Service と Kibana の HTTP 基本
認証が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

IDM-01 rds-instance-iam-authentication-
enabled

システムとアセットへのアク
セスを制御するため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) で AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
認証が有効になっていることを
確認します。これにより、デー
タベースに出入りするネット
ワークトラフィックが、Secure 
Sockets Layer (SSL) を使用して
暗号化されるようになります。
認証は外部で管理されるため、
ユーザー認証情報をデータベー
スに保存する必要はありませ
ん。

IDM-01 s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アクセスコ
ントロールリスト (ACL) が 
Amazon S3 バケットのアクセ
スコントロールに使用されてい
るかどうかを確認します。ACL 
は、AWS Identity and Access 
Management (IAM) より前の 
Amazon S3 バケットのレガシー
アクセスコントロールメカニズ
ムです。ベストプラクティス
は、ACL の代わりに、IAM ポリ
シーまたは S3 バケットポリシー
を使用して、S3 バケットへのア
クセスをより簡単に管理するこ
とです。

IDM-03 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-iam-authentication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-iam-authentication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

IDM-03 secretsmanager-secret-unused AWS Secrets Manager に未使
用の認証情報が存在する場合
は、最小特権の原則に反する
可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、unusedForDays (Config デ
フォルト: 90) の値を設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。

IDM-08 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

CRY-01 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

IDM-09 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

IDM-09 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

IDM-09 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

IDM-09 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

OPS-01 clb-multiple-az Elastic Load Balancing (ELB) で
は、受信したトラフィックがア
ベイラビリティーゾーンの複数
のターゲット (EC2 インスタン
ス、コンテナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させます。高可
用性を確保するには、ELB に複
数のアベイラビリティーゾーン
のインスタンスが登録されてい
ることを確認してください。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/clb-multiple-az.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-01 elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing (ELB) で
は、受信したトラフィックがア
ベイラビリティーゾーンの複数
のターゲット (EC2 インスタン
ス、コンテナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させます。高可
用性を確保するには、ELB に複
数のアベイラビリティーゾーン
のインスタンスが登録されてい
ることを確認してください。

OPS-01 lambda-vpc-multi-az-check AWS Lambda 関数がアカウン
トの仮想プライベートクラウド 
(VPC) に接続するように設定さ
れている場合は、AWS Lambda 
関数を少なくとも 2 つの異なる
アベイラビリティーゾーンにそ
れぞれデプロイし、1 つのゾーン
でサービスの中断が発生した場
合でも、他のゾーンでイベント
を確実に処理できるようにしま
す。

OPS-01 rds-cluster-multi-az-enabled Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ レプリ
ケーションを有効にして、格納
されるデータの可用性をサポー
トする必要があります。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-vpc-multi-az-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-01 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

OPS-01 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

OPS-01 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-01 dynamodb-throughput-limit-check このルールを有効にする
と、Amazon DynamoDB テー
ブルでのプロビジョンドス
ループットキャパシティが
チェックされるようになりま
す。これは、各テーブルがサ
ポートできる読み取りおよび
書き込みアクティビティの量
です。DynamoDB はこの情報
を使用して、スループット要
件を満たすのに十分なシステ
ムリソースを予約します。こ
のルールでは、スループット
がお客様のアカウントの最大
限度に近づいたときにアラート
が生成されます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) のパラ
メータを必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。

OPS-02 clb-multiple-az Elastic Load Balancing (ELB) で
は、受信したトラフィックがア
ベイラビリティーゾーンの複数
のターゲット (EC2 インスタン
ス、コンテナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させます。高可
用性を確保するには、ELB に複
数のアベイラビリティーゾーン
のインスタンスが登録されてい
ることを確認してください。

OPS-02 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/clb-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-02 beanstalk-enhanced-health-
reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 拡張ヘル
スレポートにより、基盤となる
インフラストラクチャの健全性
の変化に対するより迅速な対応
が可能になります。これらの変
更は、アプリケーションの可用
性を低下させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡張ヘルス
レポートは、特定された問題の
重要度を測定し、調査すべき可
能性のある原因を特定するため
のステータス記述子を提供しま
す。

OPS-02 elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing (ELB) で
は、受信したトラフィックがア
ベイラビリティーゾーンの複数
のターゲット (EC2 インスタン
ス、コンテナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させます。高可
用性を確保するには、ELB に複
数のアベイラビリティーゾーン
のインスタンスが登録されてい
ることを確認してください。

OPS-02 lambda-vpc-multi-az-check AWS Lambda 関数がアカウン
トの仮想プライベートクラウド 
(VPC) に接続するように設定さ
れている場合は、AWS Lambda 
関数を少なくとも 2 つの異なる
アベイラビリティーゾーンにそ
れぞれデプロイし、1 つのゾーン
でサービスの中断が発生した場
合でも、他のゾーンでイベント
を確実に処理できるようにしま
す。

OPS-02 rds-cluster-multi-az-enabled Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ レプリ
ケーションを有効にして、格納
されるデータの可用性をサポー
トする必要があります。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-vpc-multi-az-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-02 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

OPS-02 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

OPS-02 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-02 dynamodb-throughput-limit-check このルールを有効にする
と、Amazon DynamoDB テー
ブルでのプロビジョンドス
ループットキャパシティが
チェックされるようになりま
す。これは、各テーブルがサ
ポートできる読み取りおよび
書き込みアクティビティの量
です。DynamoDB はこの情報
を使用して、スループット要
件を満たすのに十分なシステ
ムリソースを予約します。こ
のルールでは、スループット
がお客様のアカウントの最大
限度に近づいたときにアラート
が生成されます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) のパラ
メータを必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。

OPS-07 バックアップ計画によって保護
された aurora リソース

データのバックアッププロセス
を実行するため、Amazon Aurora 
リソースが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-07 バックアップ計画-分-頻度と分保
持チェック

データのバックアッププロセス
を支援するには、AWS Backup 
プランが最小頻度と保持期間
に設定されていることを確認し
てください。AWSBackup は、
ポリシーベースのバックアップ
ソリューションを備えた、フル
マネージドのバックアップサー
ビスです。このソリューション
を使用すると、バックアップの
管理が簡素化され、バックアッ
プに関するビジネスおよび規制
のコンプライアンス要件を満た
すことができます。このルール
では、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays (デ
フォルトConfig: 35)、および 
requiredFrequencyUnit (デフォル
トConfig: 日) パラメータを設定
することができます。実際の値
には、組織の要件を反映する必
要があります。

OPS-07 バックアップ/リカバリ・ポイン
トの手動削除/無効化

AWS Backup リカバリポイント
に、リカバリポイントの削除を
防止するリソースベースのポリ
シーが添付されていることを確
認します。リソースベースのポ
リシーを使用してリカバリポイ
ントの削除を防止すると、偶発
的または意図的な削除を防ぐの
に役立ちます。

OPS-07 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。

OPS-07 opensearch-data-node-fault-
tolerance

Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) では、
高可用性と耐障害性のために少
なくとも 3 つのデータノード
が必要です。少なくとも 3 つの
データノードを持つ OpenSearch 
Service ドメインをデプロイする
と、ノードに障害が発生した場
合のクラスターオペレーション
が確実になります。

5012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-07 バックアップ/リカバリ・ポイン
トの最小保存期間チェック

データのバックアッププロセス
を支援するために、AWS Backup 
リカバリポイントに最小保持期
間が設定されていることを確
認してください。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。requiredetentionDays (デ
フォルト設定:35) パラメータを
設定できるルールです。実際の
値には、組織の要件を反映する
必要があります。

OPS-07 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

OPS-07 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

5013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-07 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

OPS-07 EC2-バックアップ計画によって
保護されるリソース

データのバックアッププロセ
スを支援するために、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ボリュームが AWS Backup 
のプランに含まれていることを
確認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

OPS-07 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

5014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-07 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

OPS-07 fsx-リソース-バックアップ計画に
よって保護される

データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
FSx ファイルシステムが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

OPS-07 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

5015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-07 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

OPS-12 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

OPS-12 s3-lifecycle-policy-check Amazon S3 のライフサイクルポ
リシーが、オブジェクトのライ
フタイム中に Amazon S3 が実
行するアクションの定義に役立
つように設定されていることを
確認します (他のストレージクラ
スへのオブジェクトの移行や指
定した期間後のオブジェクトの
アーカイブや削除など)。

OPS-13 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-13 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

OPS-13 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

OPS-14 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-14 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

OPS-14 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

OPS-14 s3-lifecycle-policy-check Amazon S3 のライフサイクルポ
リシーが、オブジェクトのライ
フタイム中に Amazon S3 が実
行するアクションの定義に役立
つように設定されていることを
確認します (他のストレージクラ
スへのオブジェクトの移行や指
定した期間後のオブジェクトの
アーカイブや削除など)。

OPS-15 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

OPS-15 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

OPS-15 codebuild-project-logging-
enabled

AWS CodeBuild プロジェクト
のログ記録が有効になってい
ることを確認します。これによ
り、ビルド出力ログが Amazon 
CloudWatch または Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) のいずれかに送信されます。
ビルド出力ログによって、ビル
ドプロジェクトに関する詳細情
報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
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ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-15 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

OPS-15 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

OPS-15 opensearch-audit-logging-
enabled

Amazon OpenSearch Service ド
メインで監査ログ作成が有効に
なっていることを確認します。
監査ロギング作成により、認
証の成功と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、インデック
スの変更、受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメインでの
ユーザーアクティビティを追跡
できます。

OPS-15 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

OPS-15 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-15 redshift-audit-logging-enabled Amazon Redshift クラスターの接
続とユーザーアクティビティに
関する情報をキャプチャするに
は、監査ログ作成が有効になっ
ていることを確認します。

OPS-15 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

OPS-15 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

OPS-15 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-15 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

OPS-15 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

OPS-15 cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

OPS-15 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアン
ス条件カタログ (C5) の運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

OPS-22 ecr-private-image-scanning-
enabled

Amazon Elastic Container 
Repository (ECR) イメージス
キャニングは、コンテナイメー
ジ内のソフトウェアの脆弱性を
特定するのに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージスキャン
を有効にすると、保存されてい
るイメージの整合性と安全性を
検証するレイヤーが追加されま
す。

PSS-05 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

PSS-05 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

PSS-05 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

5022

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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PSS-05 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

PSS-07 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

テンプレート
テンプレートは、GitHub:「ドイツのクラウドコンピューティングコンプライアンス条件カタログ (C5) 運
用上のベストプラクティス」で入手できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Germany-C5.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

グラムリーチブライリー法 (GLBA) に関する運用上の
ベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

グラムリーチブライリー法 (GLBA) と AWS 管理の Config ルールのマッピングの例を次に示します。各 
Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つまたは複数の GLBA によるコントロールに関連付
けられます。GLBA によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらの
マッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報

5024
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
確立しなければならな
い

が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

GLBA-SEC.501(b) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、管理
上、技術上、および物
理的な保護に関して、
管轄権の対象となる金
融機関に適切な基準を
確立しなければならな
い

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5038

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

codebuild-project-s3-
logs-encrypted

機密性のある保管中
のデータを保護するた
め、Amazon S3 に保存
された AWS CodeBuild 
ログで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

GLBA-SEC.501(b)(1) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(1) 顧客
の記録および情報のセ
キュリティと機密性を
確保する。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(2) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(2) それら
の記録のセキュリティ
または完全性に対する
予測される脅威または
危険から保護する。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

GLBA-SEC.501(b)(2) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(2) それら
の記録のセキュリティ
または完全性に対する
予測される脅威または
危険から保護する。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
グラムリーチブライリー法 (GLBA) に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

GLBA-SEC.501(b)(3) サブセクション (a) のポ
リシーを推進するため
に、セクション 505(a) 
に記載されている各機
関または当局は、次の
各項の目的を達するた
め、管理上、技術上、
および物理的な保護に
関して、管轄権の対象
となる金融機関に適切
な基準を確立しなけれ
ばならない。(3) 顧客に
多大な危害または問題
を生じさせる恐れがあ
るそれらの記録または
情報に対する不正なア
クセスまたは使用から
保護する。

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。

テンプレート
GitHub から Operational-Best-Practices-for-Gramm-Leach-Bliley-Act.yaml のテンプレートを入手できま
す。

GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラク
ティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
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AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

GxP EU Annex 11 と AWS 管理の Config ルールのマッピングの例を次に示します。各 Config ルールが特
定の AWS リソースに適用され、1 つまたは複数の GxP EU Annex 11 によるコントロールに関連付けられ
ます。GxP EU Annex 11 によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。こ
れらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン)、南米 (サ
ンパウロ)、アジアパシフィック (香港) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての 
AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1. リスク管理 リスク管理は、患者の
安全性、データの完全
性、製品の品質を考慮
して、コンピュータ化
されたシステムのライ
フサイクル全体に適用
する必要があります。
リスク管理システムの
一部として、検証の範
囲とデータ完全性管理
に関する決定は、コン
ピュータ化されたシス
テムの正当化され文書
化されたリスク評価に
基づいている必要があ
ります。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

1. リスク管理 リスク管理は、患者の
安全性、データの完全
性、製品の品質を考慮
して、コンピュータ化
されたシステムのライ
フサイクル全体に適用
する必要があります。
リスク管理システムの
一部として、検証の範
囲とデータ完全性管理
に関する決定は、コン
ピュータ化されたシス
テムの正当化され文書
化されたリスク評価に
基づいている必要があ
ります。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

4.2. 検証 - ドキュメント
変更管理

検証ドキュメントに
は、変更管理記録 (該当
する場合) と検証プロセ

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ

5051
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ス中に観察された逸脱
に関するレポートを含
める必要があります。

ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

4.3. 確認 - インベントリ 関連するすべてのシス
テムとその GMP 機能
の最新リスト (インベ
ントリ) が用意されてい
る必要があります。重
要なシステムについて
は、物理的および論理
的な配置、他のシステ
ムまたはプロセスとの
データフローおよびイ
ンターフェイス、ハー
ドウェアおよびソフト
ウェアの前提条件、お
よびセキュリティ対策
を詳述した最新のシス
テム記述を用意する必
要があります。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.3. 確認 - インベントリ 関連するすべてのシス
テムとその GMP 機能
の最新リスト (インベ
ントリ) が用意されてい
る必要があります。重
要なシステムについて
は、物理的および論理
的な配置、他のシステ
ムまたはプロセスとの
データフローおよびイ
ンターフェイス、ハー
ドウェアおよびソフト
ウェアの前提条件、お
よびセキュリティ対策
を詳述した最新のシス
テム記述を用意する必
要があります。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

4.3. 確認 - インベントリ 関連するすべてのシス
テムとその GMP 機能
の最新リスト (インベ
ントリ) が用意されてい
る必要があります。重
要なシステムについて
は、物理的および論理
的な配置、他のシステ
ムまたはプロセスとの
データフローおよびイ
ンターフェイス、ハー
ドウェアおよびソフト
ウェアの前提条件、お
よびセキュリティ対策
を詳述した最新のシス
テム記述を用意する必
要があります。

ec2-security-group-
attached-to-eni-periodic

アセットインベン
トリを管理するた
めに、このルール
では、セキュリティ
グループが Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスまたは Elastic 
Network Interface に
アタッチされている
かどうかをチェック
します。セキュリティ
グループがこれらのリ
ソースタイプにアタッ
チされていない場合、
それらは使用されてい
なくて不要である可能
性があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.3. 確認 - インベントリ 関連するすべてのシス
テムとその GMP 機能
の最新リスト (インベ
ントリ) が用意されてい
る必要があります。重
要なシステムについて
は、物理的および論理
的な配置、他のシステ
ムまたはプロセスとの
データフローおよびイ
ンターフェイス、ハー
ドウェアおよびソフト
ウェアの前提条件、お
よびセキュリティ対策
を詳述した最新のシス
テム記述を用意する必
要があります。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

4.3. 確認 - インベントリ 関連するすべてのシス
テムとその GMP 機能
の最新リスト (インベ
ントリ) が用意されてい
る必要があります。重
要なシステムについて
は、物理的および論理
的な配置、他のシステ
ムまたはプロセスとの
データフローおよびイ
ンターフェイス、ハー
ドウェアおよびソフト
ウェアの前提条件、お
よびセキュリティ対策
を詳述した最新のシス
テム記述を用意する必
要があります。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

4.3. 確認 - インベントリ 関連するすべてのシス
テムとその GMP 機能
の最新リスト (インベ
ントリ) が用意されてい
る必要があります。重
要なシステムについて
は、物理的および論理
的な配置、他のシステ
ムまたはプロセスとの
データフローおよびイ
ンターフェイス、ハー
ドウェアおよびソフト
ウェアの前提条件、お
よびセキュリティ対策
を詳述した最新のシス
テム記述を用意する必
要があります。

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
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4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

4.8. 検証 - データ転送 データが別のデータ形
式またはシステムに転
送される場合、検証に
は、この移行プロセス
中にデータの値や意味
が変更されていないこ
とのチェックを含める
必要があります。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

5. データ 他のシステムと電子的
にデータを交換する
コンピュータ化され
たシステムには、リス
クを最小限に抑えるた
めに、データの正確で
安全な入力と処理の
ための適切な組み込み
チェックを含める必要
があります。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

7.1. データストレージ - 
破損から保護

データは、物理的手段
と電子的手段の両方
で破損から保護する必
要があります。保存さ
れたデータは、アクセ
ス可能か、読み取り可
能か、正確かについて
チェックする必要があ
ります。データへのア
クセスは、保管期間を
通じて確保する必要が
あります。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

7.2. データストレージ - 
バックアップ

すべての関連データの
定期的なバックアッ
プを行う必要がありま
す。バックアップデー
タの完全性と正確性、
およびデータの復元が
可能であることは、検
証中にチェックし、定
期的にモニタリングす
る必要があります。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

9. 監査証跡 リスク評価に基づい
て、すべての GMP 関
連の変更と削除 (シス
テム生成された「監査
証跡」) の記録の作成を
システムに組み込むこ
とを考慮する必要があ
ります。GMP 関連デー
タの変更または削除に
ついては、その理由
を文書化する必要があ
ります。監査証跡は、
利用可能で、一般的に
わかりやすい形式に変
換可能で、定期的にレ
ビューされる必要があ
ります。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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10. 変更と構成管理 システム構成を含むコ
ンピュータ化されたシ
ステムへの変更は、定
義された手順に従って
管理された方法でのみ
行う必要があります。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

10. 変更と構成管理 システム構成を含むコ
ンピュータ化されたシ
ステムへの変更は、定
義された手順に従って
管理された方法でのみ
行う必要があります。

rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

10. 変更と構成管理 システム構成を含むコ
ンピュータ化されたシ
ステムへの変更は、定
義された手順に従って
管理された方法でのみ
行う必要があります。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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11. 定期的評価 コンピュータ化され
たシステムは、有効
な状態を維持してい
て、GMP に準拠して
いることを確認する
ために、定期的に評価
する必要があります。
そのような評価には、
必要に応じて、現在の
機能範囲、逸脱記録、
インシデント、問題、
アップグレード履歴、
パフォーマンス、信頼
性、セキュリティ、お
よび検証についてのス
テータスレポートを含
める必要があります。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

codebuild-project-
environment-privileged-
check

最小特権の原則の
実装を支援するため
に、Amazon CodeBuild 
プロジェクト環境で特
権モードが有効になっ
ていないことを確認し
てください。Docker 
API およびコンテナの基
盤となるハードウェア
への意図しないアクセ
スを防ぐため、この設
定を無効にする必要が
あります。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

ecs-containers-
nonprivileged

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) タスク定
義では拡張された特権
を有効にしないでくだ
さい。このパラメータ
が true のとき、コンテ
ナには、ホストコンテ
ナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス
権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。
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AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

rds-instance-iam-
authentication-enabled

システムとアセット
へのアクセスを制御
するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
で AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) 認証が有効になっ
ていることを確認しま
す。これにより、デー
タベースに出入りす
るネットワークトラ
フィックが、Secure 
Sockets Layer (SSL) 
を使用して暗号化され
るようになります。認
証は外部で管理される
ため、ユーザー認証情
報をデータベースに保
存する必要はありませ
ん。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。
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AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.1. セキュリティ - 権
限者

コンピュータ化された
システムへのアクセス
を権限者に制限するた
めに、物理的および/
または論理的な制御
を実施する必要があり
ます。システムへの不
正な侵入を防ぐには、
キー、パスカード、
パスワード付きの個人
コード、生体認証の使
用や、コンピュータ機
器およびデータ保存エ
リアへのアクセス制限
などが適切です。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

12.3. セキュリティ - 認
可監査証跡

アクセス認可の作成、
変更、キャンセルは
記録する必要がありま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

12.4. セキュリティ - 監
査証跡

データおよびドキュメ
ントの管理システム
は、データを入力、変
更、確認、または削除
したオペレータが誰で
あるかを、日付と時刻
とともに記録するよう
に設計する必要があり
ます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

13. インシデント管理 システム障害やデータ
エラーだけでなく、す
べてのインシデントを
報告し、評価する必要
があります。重大なイ
ンシデントの根本原因
を特定し、是正処置と
予防処置の基礎を形成
する必要があります。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

13. インシデント管理 システム障害やデータ
エラーだけでなく、す
べてのインシデントを
報告し、評価する必要
があります。重大なイ
ンシデントの根本原因
を特定し、是正処置と
予防処置の基礎を形成
する必要があります。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

5108

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

5109

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

5110

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

5111

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5112

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5113

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) では、受信した
トラフィックがアベイ
ラビリティーゾーンの
複数のターゲット (EC2 
インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させま
す。高可用性を確保す
るには、ELB に複数
のアベイラビリティー
ゾーンのインスタンス
が登録されていること
を確認してください。

5114

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-multiple-az.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

lambda-vpc-multi-az-
check

AWS Lambda 関数が
アカウントの仮想プ
ライベートクラウド 
(VPC) に接続するよう
に設定されている場合
は、AWS Lambda 関
数を少なくとも 2 つ
の異なるアベイラビリ
ティーゾーンにそれぞ
れデプロイし、1 つの
ゾーンでサービスの
中断が発生した場合で
も、他のゾーンでイベ
ントを確実に処理でき
るようにします。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

opensearch-data-node-
fault-tolerance

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) では、高可用
性と耐障害性のため
に少なくとも 3 つの
データノードが必要で
す。少なくとも 3 つ
のデータノードを持つ 
OpenSearch Service 
ドメインをデプロイす
ると、ノードに障害が
発生した場合のクラス
ターオペレーションが
確実になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-vpc-multi-az-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-vpc-multi-az-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

rds-cluster-multi-az-
enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ 
レプリケーションを
有効にして、格納さ
れるデータの可用性を
サポートする必要があ
ります。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

16. ビジネス継続性 重要なプロセスをサ
ポートするコンピュー
タ化されたシステム
の可用性については、
システムが故障した場
合、それらのプロセス
のサポートの継続性を
確保するための準備 
(手動または代替システ
ムなど) を行う必要が
あります。代替案を使
用するために必要な時
間は、リスクに基づい
ており、特定のシステ
ムとサポートしている
ビジネスプロセスに見
合ったものである必要
があります。これらの
取り決めは、適切に文
書化され、テストされ
る必要があります。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
GxP EU Annex 11 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

5130

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

17. アーカイブ データはアーカイブさ
れる可能性がありま
す。このデータは、ア
クセス可能か、読み取
り可能か、正確かにつ
いてチェックする必要
があります。システム 
(コンピュータ機器や
プログラムなど) に関
連する変更を行う場合
は、データを取得でき
るかどうかを確認し、
テストする必要があり
ます。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for GxP EU Annex 11」(GxP EU Annex 11 に関
する運用上のベストプラクティス) で入手できます。

「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドまたはカスタムの AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、またはコスト最適化のガバナンスチェックを作成できるよう
に設計された汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコン
フォーマンスパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されてい
ません。お客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについ
て、お客様自身で評価する責任を負います。

以下に、「医療保険の相互運用性と説明責任に関する法令 (HIPAA)」と、AWS Config マネージドルー
ル間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の
「HIPAA」によるコントロールに関連付けられます。「HIPAA」によるコントロールを、複数の Config 
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以
下の表を参照してください。

このコンフォーマンスパックは、AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS) によって検証されま
した。SAS は、Payment Card Industry Qualified Security Assessors (QSA)、HITRUST Certified Common 
Security Framework Practitioners (CCSFP)、およびコンプライアンスの専門家からなる、さまざまな業界
のフレームワークにガイダンスと評価を提供することを認定されたチームです。AWSこのコンフォーマン
スパックは、SAS プロフェッショナルによって、お客様が「HIPAA」のサブ集合に対応できるよう設計さ
れました。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(1)(ii)(A) (A) リスク分析 (必須) 対
象となるエンティティ
が保持する電子的に保
護された医療情報の機
密性、完全性、可用性
に対する潜在的なリス
クと脆弱性を正確かつ
徹底的に評価します。

annual-risk-assessment-
performed (Process 
Check)

年に 1 回、組織のリス
ク評価を実施します。
リスク評価は、組織に
影響を及ぼす可能性の
ある特定のリスクや脆
弱性の影響を判断する
のに役立ちます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
タンスにトラフィック
が送信されます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

164.308(a)(1)(ii)(B) (B) リスク管理 (必須)。
セクション 164.306(a) 
に準拠するために、リ
スクと脆弱性を合理的
かつ適切なレベルまで
軽減するのに十分なセ
キュリティ対策を実施
します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

5156

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

164.308 (a)(3)(i) (3)(i) 標準: 労働力のセ
キュリティ 本セクショ
ンの (a)(4) 項に規定さ
れているように、全従
業員が電子的に保護さ
れた医療情報への適切
なアクセスを確保し、
本セクションの (a)(4) 
項に基づき、アクセス
権のない全従業員が電
子的に保護された医療
情報にアクセスするこ
とを防止するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

5172

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

5176

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

164.308 (a)(3)(ii)(A) (A) 認可および/または監
督 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報を扱う全従業員
またはアクセス可能な
場所で作業する全従業
員の認可および監督の
ための手順を実装しま
す。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

5179

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

5180

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(3)(ii)(B) (B) 労働力を整理する手
順 (アドレス指定可能) 
電子的に保護された医
療情報への全従業員の
アクセスが適切である
ことを確認する手順を
実装します。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

164.308(a)(3)(ii)(C) (C) 終了の手順 (対応方
法選択可能)。担当者が
退職したとき、または
このセクションのパラ
グラフ (a)(3)(ii)(B) の
規定による決定に応じ
て、電子的な保護対象
保健情報へのアクセス
を終了する手順を実施
します。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(i) (4)(i) 標準: 情報へのアク
セス管理 このパートの
サブパート E の該当す
る要件と一致する、電
子的に保護された医療
情報へのアクセスを許
可するためのポリシー
と手順を実装します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

164.308 (a)(4)(i) (4)(i) 標準: 情報へのアク
セス管理 このパートの
サブパート E の該当す
る要件と一致する、電
子的に保護された医療
情報へのアクセスを許
可するためのポリシー
と手順を実装します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(i) (4)(i) 標準: 情報へのアク
セス管理 このパートの
サブパート E の該当す
る要件と一致する、電
子的に保護された医療
情報へのアクセスを許
可するためのポリシー
と手順を実装します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(i) (4)(i) 標準: 情報へのアク
セス管理 このパートの
サブパート E の該当す
る要件と一致する、電
子的に保護された医療
情報へのアクセスを許
可するためのポリシー
と手順を実装します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

164.308 (a)(4)(i) (4)(i) 標準: 情報へのアク
セス管理 このパートの
サブパート E の該当す
る要件と一致する、電
子的に保護された医療
情報へのアクセスを許
可するためのポリシー
と手順を実装します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(i) (4)(i) 標準: 情報へのアク
セス管理 このパートの
サブパート E の該当す
る要件と一致する、電
子的に保護された医療
情報へのアクセスを許
可するためのポリシー
と手順を実装します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(4)(i) (4)(i) 標準: 情報へのアク
セス管理 このパートの
サブパート E の該当す
る要件と一致する、電
子的に保護された医療
情報へのアクセスを許
可するためのポリシー
と手順を実装します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(i) (4)(i) 標準: 情報へのアク
セス管理 このパートの
サブパート E の該当す
る要件と一致する、電
子的に保護された医療
情報へのアクセスを許
可するためのポリシー
と手順を実装します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(i) (4)(i) 標準: 情報へのアク
セス管理 このパートの
サブパート E の該当す
る要件と一致する、電
子的に保護された医療
情報へのアクセスを許
可するためのポリシー
と手順を実装します。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

164.308 (a)(4)(i) (4)(i) 標準: 情報へのアク
セス管理 このパートの
サブパート E の該当す
る要件と一致する、電
子的に保護された医療
情報へのアクセスを許
可するためのポリシー
と手順を実装します。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

5186

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

5191

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

164.308 (a)(4)(ii)(A) (A) ヘルスケアのクリア
リングハウス機能の分
離 (必須) ヘルスケアの
クリアリングハウスが
大規模な組織の一部で
ある場合、クリアリン
グハウスでは、クリア
リングハウスの電子的
に保護された医療情報
を、大規模な組織によ
る不正アクセスから保
護するためのポリシー
と手順を実施する必要
があります。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

5206

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

164.308 (a)(4)(ii)(B) (B) アクセス認可 (アド
レス指定可能) ワーク
ステーション、トラン
ザクション、プログラ
ム、プロセス、または
その他のメカニズムへ
のアクセスを介して、
電子的に保護された
医療情報へのアクセス
を許可するためのポリ
シーと手順を実装しま
す。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

5216

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

164.308 (a)(4)(ii)(C) (C) アクセスの確立と
変更 (アドレス指定可
能) エンティティのアク
セス認可ポリシーに基
づいて、ワークステー
ション、トランザク
ション、プログラム、
またはプロセスへの
ユーザーのアクセス権
を確立、ドキュメント
化、確認、および変更
するポリシーと手順を
実装します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

164.308 (a)(5)(ii)(A) (A) セキュリティリマイ
ンダー (アドレス指定
可能) 定期的なセキュリ
ティ更新プログラム

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(5)(ii)(A) (A) セキュリティリマイ
ンダー (アドレス指定
可能) 定期的なセキュリ
ティ更新プログラム

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

164.308 (a)(5)(ii)(A) (A) セキュリティリマイ
ンダー (アドレス指定
可能) 定期的なセキュリ
ティ更新プログラム

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(5)(ii)(A) (A) セキュリティリマイ
ンダー (アドレス指定
可能) 定期的なセキュリ
ティ更新プログラム

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(5)(ii)(B) (B) 悪意のあるソフト
ウェアからの保護 (アド
レス指定可能) 悪意のあ
るソフトウェアに対す
る防御、検出、および
報告の手順です。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

164.308 (a)(5)(ii)(B) (B) 悪意のあるソフト
ウェアからの保護 (アド
レス指定可能) 悪意のあ
るソフトウェアに対す
る防御、検出、および
報告の手順です。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(5)(ii)(B) (B) 悪意のあるソフト
ウェアからの保護 (アド
レス指定可能) 悪意のあ
るソフトウェアに対す
る防御、検出、および
報告の手順です。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

164.308 (a)(5)(ii)(C) (C) ログインのモニタリ
ング (アドレス指定可能) 
ログインの試行をモニ
タリングし、不一致を
報告する手順です。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

164.308 (a)(5)(ii)(C) (C) ログインのモニタリ
ング (アドレス指定可能) 
ログインの試行をモニ
タリングし、不一致を
報告する手順です。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(5)(ii)(C) (C) ログインのモニタリ
ング (アドレス指定可能) 
ログインの試行をモニ
タリングし、不一致を
報告する手順です。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(5)(ii)(D) (D) パスワード管理 (ア
ドレス指定可能) パス
ワードの作成、変更、
および保護の手順で
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(6)(i) (6)(i) 標準: セキュリティ
インシデントの手順 セ
キュリティインシデン
トに対処するためのポ
リシーと手順を実装し
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

164.308 (a)(6)(ii) (ii) 実装仕様: 対応と報告 
(必須) 疑わしいまたは既
知のセキュリティイン
シデントを特定して対
応し、対象となるエン
ティティに知られてい
るセキュリティインシ
デントの実用可能な範
囲で有害な影響を軽減
し、セキュリティイン
シデントとその結果を
文書化します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

164.308 (a)(7)(i) (7)(i) 標準: 緊急時対応計
画 電子的に保護された
医療情報を含むシステ
ムに損害を与える緊急
事態またはその他の出
来事 (火災、破壊行為、
システム障害、自然災
害など) に対応するため
のポリシーと手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

5242

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

5243

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5244

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5245

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

5246

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

5247

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(A) (A) データのバックアッ
プ計画 (必須) 電子的
に保護された医療情報
の正確なコピーを作成
して維持するための手
順を確立し、実装しま
す。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

5248

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

5249

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5250

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5251

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

164.308 (a)(7)(ii)(B) (B) 災害対策計画 (必
須) データ損失からの復
旧のための手順を確立
し、必要に応じて実装
します。

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

164.308 (a)(7)(ii)(C) (C) 緊急時のオペレー
ション計画 (必須) 緊急
時の運用において、電
子的に保護された医療
情報のセキュリティを
保護するための重要な
ビジネスプロセスの継
続を可能にする手順を
確立し、必要に応じて
実装します。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(C) (C) 緊急時のオペレー
ション計画 (必須) 緊急
時の運用において、電
子的に保護された医療
情報のセキュリティを
保護するための重要な
ビジネスプロセスの継
続を可能にする手順を
確立し、必要に応じて
実装します。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

164.308 (a)(7)(ii)(C) (C) 緊急時のオペレー
ション計画 (必須) 緊急
時の運用において、電
子的に保護された医療
情報のセキュリティを
保護するための重要な
ビジネスプロセスの継
続を可能にする手順を
確立し、必要に応じて
実装します。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

164.308 (a)(7)(ii)(C) (C) 緊急時のオペレー
ション計画 (必須) 緊急
時の運用において、電
子的に保護された医療
情報のセキュリティを
保護するための重要な
ビジネスプロセスの継
続を可能にする手順を
確立し、必要に応じて
実装します。

rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(C) (C) 緊急時のオペレー
ション計画 (必須) 緊急
時の運用において、電
子的に保護された医療
情報のセキュリティを
保護するための重要な
ビジネスプロセスの継
続を可能にする手順を
確立し、必要に応じて
実装します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308 (a)(7)(ii)(C) (C) 緊急時のオペレー
ション計画 (必須) 緊急
時の運用において、電
子的に保護された医療
情報のセキュリティを
保護するための重要な
ビジネスプロセスの継
続を可能にする手順を
確立し、必要に応じて
実装します。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

164.308(a)(8) (8) 標準: 評価 当初は
このルールに基づいて
実装された標準に基づ
いて、その後、電子的
な保護対象保健情報の
セキュリティに影響を
与える環境または運用
の変化に応じて、定期
的に技術的および非技
術的評価を実施し、エ
ンティティのセキュリ
ティポリシーと手順が
このサブパートの要件
をどの程度満たしてい
るかを確定します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.308(a)(8) (8) 標準: 評価 当初は
このルールに基づいて
実装された標準に基づ
いて、その後、電子的
な保護対象保健情報の
セキュリティに影響を
与える環境または運用
の変化に応じて、定期
的に技術的および非技
術的評価を実施し、エ
ンティティのセキュリ
ティポリシーと手順が
このサブパートの要件
をどの程度満たしてい
るかを確定します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

5264

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

5268

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール 164.308 (a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的に保護
された医療情報を維持
する電子情報システム
の技術的なポリシーと
手順を実装します。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

164.312 (a)(1) (a)(1) 標準: アクセスコ
ントロール § 164.308(a)
(4) の規定に従って、
アクセス権限を付与さ
れた個人またはソフト
ウェアプログラムにの
みアクセスを許可する
ための、電子的な保護
対象保健情報を維持す
る電子情報システムの
技術的なポリシーと手
順を実装します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(2)(i) (2) 実装仕様: (i) 一意の
ユーザー ID (必須)。
ユーザー ID を識別し追
跡するため、一意の名
前または番号を割り当
てます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

164.312(a)(2)(ii) (ii) 緊急アクセス手順 
(必須) 緊急時に必要な電
子的な保護対象保健情
報を取得する手順を確
立し、必要に応じて実
装します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (a)(2)(iv) (iv) 暗号化と復号 (アド
レス指定可能) 電子的に
保護された医療情報を
暗号化および復号化す
るメカニズムを実装し
ます。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

5287

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

s3-event-notifications-
enabled

Amazon S3 イベント
通知により、バケット
オブジェクトに対する
偶発的または意図的な
変更について、関連す
る担当者に警告できま
す。アラートの例とし
ては、新しいオブジェ
クトの作成、オブジェ
クトの削除、オブジェ
クトの復元、オブジェ
クトの紛失およびレプ
リケートなどが含まれ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (b) (b) 標準: 監査のコント
ロール 電子的に保護さ
れた医療情報を含む、
または使用する情報
システムにおけるアク
ティビティを記録およ
び調査するハードウェ
ア、ソフトウェア、ま
たは手続き型メカニズ
ムを実装します。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

164.312 (c)(1) (c)(1) 標準: 完全性 電子
的に保護された医療情
報を、不適切な改ざん
や破壊から保護するた
めのポリシーと手順を
実装します。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

164.312 (c)(1) (c)(1) 標準: 完全性 電子
的に保護された医療情
報を、不適切な改ざん
や破壊から保護するた
めのポリシーと手順を
実装します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (c)(1) (c)(1) 標準: 完全性 電子
的に保護された医療情
報を、不適切な改ざん
や破壊から保護するた
めのポリシーと手順を
実装します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

164.312 (c)(1) (c)(1) 標準: 完全性 電子
的に保護された医療情
報を、不適切な改ざん
や破壊から保護するた
めのポリシーと手順を
実装します。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

164.312 (c)(1) (c)(1) 標準: 完全性 電子
的に保護された医療情
報を、不適切な改ざん
や破壊から保護するた
めのポリシーと手順を
実装します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (c)(2) (2) 実装仕様: 電子的に
保護された医療情報を
認証するメカニズム (ア
ドレス指定可能) 電子的
に保護された医療情報
が、不正な方法で改ざ
んまたは破壊されてい
ないことを証明する電
子的メカニズムを実装
します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

164.312 (c)(2) (2) 実装仕様: 電子的に
保護された医療情報を
認証するメカニズム (ア
ドレス指定可能) 電子的
に保護された医療情報
が、不正な方法で改ざ
んまたは破壊されてい
ないことを証明する電
子的メカニズムを実装
します。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

164.312 (c)(2) (2) 実装仕様: 電子的に
保護された医療情報を
認証するメカニズム (ア
ドレス指定可能) 電子的
に保護された医療情報
が、不正な方法で改ざ
んまたは破壊されてい
ないことを証明する電
子的メカニズムを実装
します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (c)(2) (2) 実装仕様: 電子的に
保護された医療情報を
認証するメカニズム (ア
ドレス指定可能) 電子的
に保護された医療情報
が、不正な方法で改ざ
んまたは破壊されてい
ないことを証明する電
子的メカニズムを実装
します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.312 (c)(2) (2) 実装仕様: 電子的に
保護された医療情報を
認証するメカニズム (ア
ドレス指定可能) 電子的
に保護された医療情報
が、不正な方法で改ざ
んまたは破壊されてい
ないことを証明する電
子的メカニズムを実装
します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (d) (d) 標準: 個人またはエ
ンティティの認証 電子
的に保護された健康情
報へのアクセスを求め
ている個人またはエン
ティティが、主張され
るとおりのものである
ことを確認する手順を
実装します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (d) (d) 標準: 個人またはエ
ンティティの認証 電子
的に保護された健康情
報へのアクセスを求め
ている個人またはエン
ティティが、主張され
るとおりのものである
ことを確認する手順を
実装します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

164.312 (d) (d) 標準: 個人またはエ
ンティティの認証 電子
的に保護された健康情
報へのアクセスを求め
ている個人またはエン
ティティが、主張され
るとおりのものである
ことを確認する手順を
実装します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

164.312 (d) (d) 標準: 個人またはエ
ンティティの認証 電子
的に保護された健康情
報へのアクセスを求め
ている個人またはエン
ティティが、主張され
るとおりのものである
ことを確認する手順を
実装します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (d) (d) 標準: 個人またはエ
ンティティの認証 電子
的に保護された健康情
報へのアクセスを求め
ている個人またはエン
ティティが、主張され
るとおりのものである
ことを確認する手順を
実装します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

5310

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

164.312 (e)(1) (e)(1) 標準: 転送のセ
キュリティ 電子的な
通信ネットワークを介
して転送される電子的
に保護された医療情報
を、不正アクセスから
保護するための技術的
なセキュリティ対策を
実装します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (e)(2)(i) (i) 完全性の管理 (アドレ
ス指定可能) 電子的に送
信される電子的に保護
された医療情報が、破
棄されるまで、発見さ
れ不適切に変更されな
いようにするためのセ
キュリティ対策を実装
します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(i) (i) 完全性の管理 (アドレ
ス指定可能) 電子的に送
信される電子的に保護
された医療情報が、破
棄されるまで、発見さ
れ不適切に変更されな
いようにするためのセ
キュリティ対策を実装
します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

164.312 (e)(2)(i) (i) 完全性の管理 (アドレ
ス指定可能) 電子的に送
信される電子的に保護
された医療情報が、破
棄されるまで、発見さ
れ不適切に変更されな
いようにするためのセ
キュリティ対策を実装
します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (e)(2)(i) (i) 完全性の管理 (アドレ
ス指定可能) 電子的に送
信される電子的に保護
された医療情報が、破
棄されるまで、発見さ
れ不適切に変更されな
いようにするためのセ
キュリティ対策を実装
します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(i) (i) 完全性の管理 (アドレ
ス指定可能) 電子的に送
信される電子的に保護
された医療情報が、破
棄されるまで、発見さ
れ不適切に変更されな
いようにするためのセ
キュリティ対策を実装
します。

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.312 (e)(2)(i) (i) 完全性の管理 (アドレ
ス指定可能) 電子的に送
信される電子的に保護
された医療情報が、破
棄されるまで、発見さ
れ不適切に変更されな
いようにするためのセ
キュリティ対策を実装
します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

164.312 (e)(2)(i) (i) 完全性の管理 (アドレ
ス指定可能) 電子的に送
信される電子的に保護
された医療情報が、破
棄されるまで、発見さ
れ不適切に変更されな
いようにするためのセ
キュリティ対策を実装
します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(i) (i) 完全性の管理 (アドレ
ス指定可能) 電子的に送
信される電子的に保護
された医療情報が、破
棄されるまで、発見さ
れ不適切に変更されな
いようにするためのセ
キュリティ対策を実装
します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.312 (e)(2)(i) (i) 完全性の管理 (アドレ
ス指定可能) 電子的に送
信される電子的に保護
された医療情報が、破
棄されるまで、発見さ
れ不適切に変更されな
いようにするためのセ
キュリティ対策を実装
します。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

164.312 (e)(2)(i) (i) 完全性の管理 (アドレ
ス指定可能) 電子的に送
信される電子的に保護
された医療情報が、破
棄されるまで、発見さ
れ不適切に変更されな
いようにするためのセ
キュリティ対策を実装
します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

5317

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

5323

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

5324

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.312 (e)(2)(ii) (ii) 暗号化 (アドレス指
定可能) 電子的に保護さ
れた医療情報が、適切
と判断された場合に必
ず暗号化されるメカニ
ズムを実装します。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

5325

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

5326

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5327

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

5328

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5329

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5330

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5331

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

5332

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5333

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5334

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(1) (b)(1) 標準: グループ健
康保険の要件 保険の管
理者に開示された唯一
の電子的な保護対象保
健情報が § 164.504(f)(1)
(ii) または (iii) に従って
開示されている場合、
または § 164.508 で許
可されているために開
示されている場合を除
き、グループ健康保険
では、グループ健康保
険の業務として保険の
管理者によって作成、
受領、維持、送信、ま
たは受信された電子的
な保護対象保健情報を
保険の管理者が合理的
かつ適切に保護するこ
とを、保険のドキュメ
ントに必ず規定する必
要があります。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5335

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

5336

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5337

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

5338

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5339

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5340

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

5341

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

5342

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

5343

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5344

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5345

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5346

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

5347

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5348

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

5349

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

5350

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

5351

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5352

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5353

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5354

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。
(ii) § 164.504(f)(2)(iii) に
よって要求される適切
な分離が、合理的かつ
適切なセキュリティ対
策によってサポートさ
れていることを確認す
る。(iii) この情報が提
供されるすべてのエー
ジェント (下請業者を
含む) が、情報を保護す
るための合理的かつ適
切なセキュリティ対策
を実施することに同意
していることを確認す
る。(iv) セキュリティイ
ンシデントに気付いた
場合は、グループ健康
保険に報告する。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5355

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

5356

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

5357

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

5358

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

5359

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

5360

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

転送中のデータを保
護するため、Classic 
Elastic Load Balancing 
のリスナーがカスタム
セキュリティポリシー
を使用していること
を確認します。Elastic 
Load Balancing には、
クライアントとロード
バランサーの間に接続
が確立されたときに 
SSL ネゴシエーショ
ンに使用される定義
済み SSL ネゴシエー
ション設定がありま
す。SSL ネゴシエー
ション設定は幅広いク
ライアントとの互換性
を提供し、暗号 とい
う強力な暗号アルゴリ
ズムを使用します。こ
のルールでは、SSL リ
スナーにカスタムセ
キュリティポリシー
を設定する必要があ
ります。デフォルトの
セキュリティポリシー
は ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

rds-cluster-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
「HIPAA Security」 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

164.314(b)(2)(i) (2) 実装仕様 (必須) グ
ループ健康保険の保険
ドキュメントは、保険
の管理者に次のことを
要求する規定を組み込
むように修正する必要
があります。(i) 保険
の管理者がグループ健
康保険の業務として作
成、受領、維持、また
は送信する電子的な保
護対象保健情報の機密
性、完全性、および可
用性を合理的かつ適切
に保護する管理的、物
理的、および技術的な
保護手段を実施する。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for HIPAA Security」で入手できます。

IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、IRS 1075 と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルール
が特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の IRS 1075 によるコントロールに関連付けられます。IRS 
1075 によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに
関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-HIPAA-Security.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 クラウドコン
ピューティング d. 転送
時のデータ暗号化

FTI はクラウド環境内
で転送中に暗号化する
必要があります。FTI 
の暗号化に使用される
すべてのメカニズムは 
FIPS 140 認定を受け
ており、最新の FIPS 
140 準拠モジュールを利
用して動作する必要が
あります。この要件は 
SLA に含める必要があ
ります。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング d. 転送
時のデータ暗号化

FTI はクラウド環境内
で転送中に暗号化する
必要があります。FTI 
の暗号化に使用される
すべてのメカニズムは 
FIPS 140 認定を受け
ており、最新の FIPS 
140 準拠モジュールを利
用して動作する必要が
あります。この要件は 
SLA に含める必要があ
ります。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング d. 転送
時のデータ暗号化

FTI はクラウド環境内
で転送中に暗号化する
必要があります。FTI 
の暗号化に使用される
すべてのメカニズムは 
FIPS 140 認定を受け
ており、最新の FIPS 
140 準拠モジュールを利
用して動作する必要が
あります。この要件は 
SLA に含める必要があ
ります。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング d. 転送
時のデータ暗号化

FTI はクラウド環境内
で転送中に暗号化する
必要があります。FTI 
の暗号化に使用される
すべてのメカニズムは 
FIPS 140 認定を受け
ており、最新の FIPS 
140 準拠モジュールを利
用して動作する必要が
あります。この要件は 

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
SLA に含める必要があ
ります。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング d. 転送
時のデータ暗号化

FTI はクラウド環境内
で転送中に暗号化する
必要があります。FTI 
の暗号化に使用される
すべてのメカニズムは 
FIPS 140 認定を受け
ており、最新の FIPS 
140 準拠モジュールを利
用して動作する必要が
あります。この要件は 
SLA に含める必要があ
ります。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング d. 転送
時のデータ暗号化

FTI はクラウド環境内
で転送中に暗号化する
必要があります。FTI 
の暗号化に使用される
すべてのメカニズムは 
FIPS 140 認定を受け
ており、最新の FIPS 
140 準拠モジュールを利
用して動作する必要が
あります。この要件は 
SLA に含める必要があ
ります。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング d. 転送
時のデータ暗号化

FTI はクラウド環境内
で転送中に暗号化する
必要があります。FTI 
の暗号化に使用される
すべてのメカニズムは 
FIPS 140 認定を受け
ており、最新の FIPS 
140 準拠モジュールを利
用して動作する必要が
あります。この要件は 
SLA に含める必要があ
ります。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング e. 保管
時のデータ暗号化

保存時のデータ暗号化
である FTI は、クラウ
ドに保存されている間
も、最新の FIPS 140 
認定を受けた暗号化メ
カニズムを使用して暗
号化する必要がありま
す。この要件は SLA 
に含める必要がありま
す。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング k. 多要
素認証

政府機関は、自社のク
ラウドソリューショ
ンがインターネットか
ら利用できる場合 (つ
まり、政府機関の信
頼できるネットワーク
の外部からクラウドソ
リューションにアクセ
スできる場合)、十分な
多要素認証を実装する
必要があります。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 クラウドコン
ピューティング k. 多要
素認証

政府機関は、自社のク
ラウドソリューショ
ンがインターネットか
ら利用できる場合 (つ
まり、政府機関の信
頼できるネットワーク
の外部からクラウドソ
リューションにアクセ
スできる場合)、十分な
多要素認証を実装する
必要があります。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング k. 多要
素認証

政府機関は、自社のク
ラウドソリューショ
ンがインターネットか
ら利用できる場合 (つ
まり、政府機関の信
頼できるネットワーク
の外部からクラウドソ
リューションにアクセ
スできる場合)、十分な
多要素認証を実装する
必要があります。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 クラウドコン
ピューティング k. 多要
素認証

政府機関は、自社のク
ラウドソリューショ
ンがインターネットか
ら利用できる場合 (つ
まり、政府機関の信
頼できるネットワーク
の外部からクラウドソ
リューションにアクセ
スできる場合)、十分な
多要素認証を実装する
必要があります。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

3.3.1 クラウドコン
ピューティング i. IT リ
スク評価

政府機関は、FTI の受
信、処理、保存、アク
セス、保護、および/ま
たは送信に使用される
すべての情報システム
に対して実施されてい
るセキュリティおよび
プライバシー管理につ
いて、毎年評価を実施
する必要があります。

annual-risk-assessment-
performed(Process 
Check)

年に 1 回、組織のリス
ク評価を実施します。
リスク評価は、組織に
影響を及ぼす可能性の
ある特定のリスクや脆
弱性の影響を判断する
のに役立ちます。

3.3.6 ネットワーク境
界とインフラストラク
チャ

政府機関は、FTI およ
び FTI システムを保
護するために、ルー
ター、ファイアウォー
ル、スイッチ、侵入検
知システムなど、シス
テムアーキテクチャ全
体に境界保護デバイス
を導入する必要があり
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.6 ネットワーク境
界とインフラストラク
チャ

政府機関は、FTI およ
び FTI システムを保
護するために、ルー
ター、ファイアウォー
ル、スイッチ、侵入検
知システムなど、シス
テムアーキテクチャ全
体に境界保護デバイス
を導入する必要があり
ます。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

3.3.6 ネットワーク境
界とインフラストラク
チャ

政府機関は、FTI およ
び FTI システムを保
護するために、ルー
ター、ファイアウォー
ル、スイッチ、侵入検
知システムなど、シス
テムアーキテクチャ全
体に境界保護デバイス
を導入する必要があり
ます。

netfw-policy-rule-group-
associated

AWS Network Firewall 
ポリシーは、ファイ
アウォールが Amazon 
VPC のトラフィック
をモニタリングおよ
び処理する方法を定義
します。ステートレス
およびステートフルの
ルールグループを設定
して、パケットとトラ
フィックフローのフィ
ルタリングし、デフォ
ルトのトラフィック処
理を定義します。

3.3.6 ネットワーク境
界とインフラストラク
チャ

政府機関は、FTI およ
び FTI システムを保
護するために、ルー
ター、ファイアウォー
ル、スイッチ、侵入検
知システムなど、シス
テムアーキテクチャ全
体に境界保護デバイス
を導入する必要があり
ます。

netfw-stateless-rule-
group-not-empty

AWS Network Firewall 
ルールグループには、
ファイアウォールが 
VPC 内のトラフィッ
クを処理する方法を
定義するルールが含ま
れています。ファイア
ウォールポリシーに空
のステートレスルール
グループが存在する場
合、トラフィックは処
理されません。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.6 ネットワーク境
界とインフラストラク
チャ

政府機関は、FTI およ
び FTI システムを保
護するために、ルー
ター、ファイアウォー
ル、スイッチ、侵入検
知システムなど、シス
テムアーキテクチャ全
体に境界保護デバイス
を導入する必要があり
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.3.6 ネットワーク境
界とインフラストラク
チャ

政府機関は、FTI およ
び FTI システムを保
護するために、ルー
ター、ファイアウォー
ル、スイッチ、侵入検
知システムなど、シス
テムアーキテクチャ全
体に境界保護デバイス
を導入する必要があり
ます。

waf-regional-rule-not-
empty

AWS WAF に空でない
ルールがあることを確
認します。条件のない
ルールは、意図しない
動作を引き起こす可能
性があります。

3.3.6 ネットワーク境
界とインフラストラク
チャ

政府機関は、FTI およ
び FTI システムを保
護するために、ルー
ター、ファイアウォー
ル、スイッチ、侵入検
知システムなど、シス
テムアーキテクチャ全
体に境界保護デバイス
を導入する必要があり
ます。

waf-regional-rulegroup-
not-empty

AWS WAF に空でない
ルールグループがある
ことを確認します。空
のルールグループは、
意図しない動作を引き
起こす可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.6 ネットワーク境
界とインフラストラク
チャ

政府機関は、FTI およ
び FTI システムを保
護するために、ルー
ター、ファイアウォー
ル、スイッチ、侵入検
知システムなど、シス
テムアーキテクチャ全
体に境界保護デバイス
を導入する必要があり
ます。

waf-regional-webacl-not-
empty

AWS WAF にアタッチ
されたウェブ ACL に
は、ウェブリクエス
トを検査および制御す
る、ルールおよびルー
ルグループのコレク
ションを含めることが
できます。ウェブ ACL 
が空の場合、ウェブト
ラフィックは、WAF に
よる検出または処理な
しに通過します。

3.3.6 ネットワーク境
界とインフラストラク
チャ

政府機関は、FTI およ
び FTI システムを保
護するために、ルー
ター、ファイアウォー
ル、スイッチ、侵入検
知システムなど、シス
テムアーキテクチャ全
体に境界保護デバイス
を導入する必要があり
ます。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

3.3.6 ネットワーク境
界とインフラストラク
チャ

政府機関は、FTI およ
び FTI システムを保
護するために、ルー
ター、ファイアウォー
ル、スイッチ、侵入検
知システムなど、シス
テムアーキテクチャ全
体に境界保護デバイス
を導入する必要があり
ます。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

5388

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(f)

機関のアカウント管理
手順の前提条件にした
がって、アカウントを
作成、有効化、変更、
無効化、および削除し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-2 アカウントの管理 
(f)

機関のアカウント管理
手順の前提条件にした
がって、アカウントを
作成、有効化、変更、
無効化、および削除し
ます。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

AC-2 アカウントの管理 
(f)

機関のアカウント管理
手順の前提条件にした
がって、アカウントを
作成、有効化、変更、
無効化、および削除し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

5389

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(f)

機関のアカウント管理
手順の前提条件にした
がって、アカウントを
作成、有効化、変更、
無効化、および削除し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC-2 アカウントの管理 
(f)

機関のアカウント管理
手順の前提条件にした
がって、アカウントを
作成、有効化、変更、
無効化、および削除し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC-2 アカウントの管理 
(g)

アカウントの使用状況
をモニタリングします

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

5390

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(g)

アカウントの使用状況
をモニタリングします

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC-2 アカウントの管理 
(g)

アカウントの使用状況
をモニタリングします

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

AC-2 アカウントの管理 
(g)

アカウントの使用状況
をモニタリングします

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

5391

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(g)

アカウントの使用状況
をモニタリングします

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AC-2 アカウントの管理 
(g)

アカウントの使用状況
をモニタリングします

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

5392

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(g)

アカウントの使用状況
をモニタリングします

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AC-2 アカウントの管理 
(g)

アカウントの使用状況
をモニタリングします

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

secretsmanager-secret-
periodic-rotation

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレッ
トで定期的なローテー
ションが有効にされ
ます。シークレットを
定期的にローテーショ
ンすることで、シーク
レットがアクティブに
なる期間が短縮され、
シークレットが侵害
された場合のビジネス
への影響が軽減される
可能性があります。デ
フォルト値は 90 日で
す。

5394

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-periodic-rotation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-periodic-rotation.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

secretsmanager-secret-
unused

AWS Secrets Manager 
に未使用の認証情報が
存在する場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、unusedForDays 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

5395

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

5396

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

5397

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

5398

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウントの管理 
(j)

アカウント管理要件へ
の準拠について、アカ
ウントを確認します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

5399

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

(CE-1) 自動システムア
カウント管理

[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms] 
(割り当て: 組織で定義さ
れた自動化されたメカ
ニズム) を使用して、シ
ステムアカウントの管
理をサポートします。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

5400

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

(CE-1) 自動システムア
カウント管理

[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms] 
(割り当て: 組織で定義さ
れた自動化されたメカ
ニズム) を使用して、シ
ステムアカウントの管
理をサポートします。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

(CE-1) 自動システムア
カウント管理

[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms] 
(割り当て: 組織で定義さ
れた自動化されたメカ
ニズム) を使用して、シ
ステムアカウントの管
理をサポートします。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

5401

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

(CE-3): アカウントの無
効化

アカウントが以下の場
合は 120 日以内にア
カウントを無効にしま
す。a. 期限が切れてい
る、b. ユーザーまたは
個人に関連付けられな
くなった、c. 組織の方
針に違反している、ま
たは d. 非特権アカウン
トでは 120 日間、特権
アカウントでは 60 日間
非アクティブになって
いる

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

(CE-12) 非定型使用のア
カウントモニタリング

システムアカウントの
異常な使用をモニタリ
ングし、システムアカ
ウントの異常な使用に
ついて機関で定義され
た担当者またはロール
に報告します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

5402

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

5403

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

5404

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

secretsmanager-secret-
unused

AWS Secrets Manager 
に未使用の認証情報が
存在する場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、unusedForDays 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

codebuild-project-
environment-privileged-
check

最小特権の原則の
実装を支援するため
に、Amazon CodeBuild 
プロジェクト環境で特
権モードが有効になっ
ていないことを確認し
てください。Docker 
API およびコンテナの基
盤となるハードウェア
への意図しないアクセ
スを防ぐため、この設
定を無効にする必要が
あります。

5405

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

ecs-containers-
nonprivileged

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) タスク定
義では拡張された特権
を有効にしないでくだ
さい。このパラメータ
が true のとき、コンテ
ナには、ホストコンテ
ナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス
権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 最小特権の原則を採用
し、組織に従って割
り当てられたタスクを
達成するために必要な
ユーザー (またはユー
ザーに代わるプロセス) 
の認可されたアクセス
のみを許可します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

5408

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

5409

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AC-17: リモートアクセ
ス

許可されているリモー
トアクセスの種類ごと
に、使用制限、構成/接
続要件、および実装ガ
イダンスを確立して文
書化し、システムへの
各タイプのリモートア
クセスを許可してから
それらの接続を許可し
ます。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AT-1: 意識向上と訓練 システムユーザー (管
理者、上級幹部、請負
業者を含む) にセキュ
リティおよびプライバ
シーリテラシートレー
ニングを実施します。

security-awareness-
program-exists(Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

AU-2: 監査イベント 監査機能をサポートす
るために、システムが
ログに記録できるイベ
ントのタイプを特定し
ます

audit-log-policy-
exists(Process Check)

組織のログ要件を定義
する、監査ログの管理
ポリシーを確立して維
持します。これには監
査ログのレビューと保
持が含まれますが、こ
れらに限定されるわけ
ではありません。

AU-16: 組織間の監査ロ
ギング

監査情報が組織の境界
を越えて伝達される場
合、外部組織間で機関
が定義した監査情報を
調整する機関が定義し
た方法を採用します。

audit-log-policy-
exists(Process Check)

組織のログ要件を定義
する、監査ログの管理
ポリシーを確立して維
持します。これには監
査ログのレビューと保
持が含まれますが、こ
れらに限定されるわけ
ではありません。

5417



AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7: 継続的なモニタリ
ング

システムレベルの継続
的モニタリング戦略
の策定、および組織
レベルの継続的モニタ
リング戦略に従った継
続的モニタリングの実
施。機関が定義したモ
ニタリングする指標の
確立。継続的モニタリ
ング戦略に従った継続
的なコントロールの評
価。継続的モニタリン
グ戦略に従ったシステ
ムおよび組織が定める
指標のモニタリング。
コントロール評価とモ
ニタリングによって生
成された情報の相関と
分析。こコントロール
評価とモニタリング情
報の分析結果に対処す
るための対応措置。シ
ステムのセキュリティ
およびプライバシーの
状況について少なくと
も 1 年に 1 度の頻度で
報告。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CP-9: システムバック
アップ

a. セキュリティ関連
文書など、システム文
書に含まれるユーザー
レベルの情報のバック
アップを毎週実施しま
す。b. システムに含ま
れるシステムレベルの
情報のバックアップを
毎週実施します。c. セ
キュリティおよびプラ
イバシー関連文書を含
むシステム文書のバッ
クアップを毎週実施し
ます。d. バックアッ
プ情報の機密性、完全
性、可用性を保護しま
す。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2: 身分証明書と認証 
(組織のユーザー) (CE-1) 
特権アカウントへの多
要素認証

特権アカウントへのア
クセスに多要素認証を
導入します

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

IA-2: 身分証明書と認証 
(組織のユーザー) (CE-1) 
特権アカウントへの多
要素認証

特権アカウントへのア
クセスに多要素認証を
導入します

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

5427

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2: 身分証明書と認証 
(組織のユーザー) (CE-2) 
非特権アカウントへの
多要素認証

非特権アカウントへの
アクセスに多要素認証
を導入します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5: Authenticator の管
理: (CE-1) パスワード
ベースの認証:パスワー
ドベースの認証用

以下の構成と複雑さの
ルールを適用します。1. 
パスワードの最小長を 
14 文字にします。2. 数
字、大文字、小文字、
特殊文字を組み合わせ
たパスワードの複雑さ
を最小限として加えま
す。3. 新しいパスワー
ドを使用するときは、
少なくとも 1 文字の
変更を強制します。4. 
暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。5. パス
ワードの有効期限の制
限を強制します。i. 最
短 1 日、最長 90 日。ii. 
サービスアカウントの
パスワードは、366 日
以内 (含む) に失効しま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

5429

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PM-5: システムインベン
トリ

組織システムのインベ
ントリを継続的に開発
および更新します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

PM-5: システムインベン
トリ

組織システムのインベ
ントリを継続的に開発
および更新します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PM-5: システムインベン
トリ

組織システムのインベ
ントリを継続的に開発
および更新します。

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。

PM-5: システムインベン
トリ

組織システムのインベ
ントリを継続的に開発
および更新します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

RA-5: 脆弱性のモニタリ
ングとスキャン

システムおよびホスト
されているアプリケー
ションの脆弱性につい
て、30 日毎、機関の
ネットワークに新しい
情報システムを導入す
る前、およびシステム
に影響を与える可能性
のある新たな脆弱性が
特定され、報告された
場合にモニタリングと
スキャンを行います。

vuln-scans-
performed(Process 
Check)

コンプライアンス要件
に従って脆弱性スキャ
ンが実行されている
ことを確認します。ス
キャンの周期、使用す
るツール、結果の使用
方法については、組織
が定義する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-10: 開発者設定管理 
(e.)

システム、コンポーネ
ント、サービス内の
セキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SA-10: 開発者設定管理 
(e.)

システム、コンポーネ
ント、サービス内の
セキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-10: 開発者設定管理 
(e.)

システム、コンポーネ
ント、サービス内の
セキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SA-10: 開発者設定管理 
(a) (c.)

システム、コンポーネ
ント、サービスの設
計、開発、実装、運
用の際に設定管理を実
行します。システム、
コンポーネント、サー
ビスには組織が承認し
た変更のみを実装しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-4: 共有システムリ
ソース内の情報

共有システムリソース
を介した、未許可の意
図しない情報転送を防
止します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

5434

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

5435

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

5436

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7: 境界の保護 システムの外部境界お
よびシステム内の主要
な内部境界で通信をモ
ニタリングおよびコン
トロールします。内部
の組織ネットワークか
ら分離されたパブリッ
クアクセス可能なシス
テムコンポーネント用
のサブネットワークを
実装します。外部ネッ
トワークや情報シス
テムを、組織のセキュ
リティアーキテクチャ
に従って配置された境
界保護装置で構成され
るマネージドインター
フェイスのみを通じて
接続します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-7: 境界保護 (CE-9) 
脅威となる送信通信ト
ラフィックの制限

(a) 外部システムへの
脅威となる送信通信ト
ラフィックを検出して
拒否します。拒否され
た通信に関連する内部
ユーザーの ID を監査し
ます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7: 境界保護 (CE-9) 
脅威となる送信通信ト
ラフィックの制限

(a) 外部システムへの
脅威となる送信通信ト
ラフィックを検出して
拒否します。拒否され
た通信に関連する内部
ユーザーの ID を監査し
ます。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

SC-7: 境界保護 (CE-9) 
脅威となる送信通信ト
ラフィックの制限

(a) 外部システムへの
脅威となる送信通信ト
ラフィックを検出して
拒否します。拒否され
た通信に関連する内部
ユーザーの ID を監査し
ます。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

SC-7: 境界保護 (IRS 定
義)

政府機関は、信頼境界
で境界保護 (通常はファ
イアウォールを使用) 
を実施および管理する
必要があります。各信
頼境界をモニタリング
し、各境界を越える通
信を制御する必要があ
ります。

netfw-policy-rule-group-
associated

AWS Network Firewall 
ポリシーは、ファイ
アウォールが Amazon 
VPC のトラフィック
をモニタリングおよ
び処理する方法を定義
します。ステートレス
およびステートフルの
ルールグループを設定
して、パケットとトラ
フィックフローのフィ
ルタリングし、デフォ
ルトのトラフィック処
理を定義します。

5441

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7: 境界保護 (IRS 定
義)

政府機関は、信頼境界
で境界保護 (通常はファ
イアウォールを使用) 
を実施および管理する
必要があります。各信
頼境界をモニタリング
し、各境界を越える通
信を制御する必要があ
ります。

netfw-stateless-rule-
group-not-empty

AWS Network Firewall 
ルールグループには、
ファイアウォールが 
VPC 内のトラフィッ
クを処理する方法を
定義するルールが含ま
れています。ファイア
ウォールポリシーに空
のステートレスルール
グループが存在する場
合、トラフィックは処
理されません。

SC-8: 伝送の機密性と完
全性 (CE-1) 暗号化保護

送信時に情報の不正な
開示を防止し、情報の
変更を検出するに暗号
化メカニズムを実装し
ます。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-8: 伝送の機密性と完
全性 (CE-1) 暗号化保護

送信時に情報の不正な
開示を防止し、情報の
変更を検出するに暗号
化メカニズムを実装し
ます。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-8: 伝送の機密性と完
全性 (CE-1) 暗号化保護

送信時に情報の不正な
開示を防止し、情報の
変更を検出するに暗号
化メカニズムを実装し
ます。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5442

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8: 伝送の機密性と完
全性 (CE-1) 暗号化保護

送信時に情報の不正な
開示を防止し、情報の
変更を検出するに暗号
化メカニズムを実装し
ます。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

SC-8: 伝送の機密性と完
全性 (CE-1) 暗号化保護

送信時に情報の不正な
開示を防止し、情報の
変更を検出するに暗号
化メカニズムを実装し
ます。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-8: 伝送の機密性と完
全性 (CE-1) 暗号化保護

送信時に情報の不正な
開示を防止し、情報の
変更を検出するに暗号
化メカニズムを実装し
ます。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-8: 伝送の機密性と完
全性 (CE-1) 暗号化保護

送信時に情報の不正な
開示を防止し、情報の
変更を検出するに暗号
化メカニズムを実装し
ます。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-12: 暗号化キーの確
立と管理

機関は、キーの生成、
配布、保存、アクセ
ス、破棄について、
キーの管理要件である 
NIST SP 800-57 (キー
管理の推奨事項) に従っ
てシステムに暗号化を
使用する場合、暗号化
キーを作成し、管理す
る必要があります。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC-12: 暗号化キーの確
立と管理

機関は、キーの生成、
配布、保存、アクセ
ス、破棄について、
キーの管理要件である 
NIST SP 800-57 (キー
管理の推奨事項) に従っ
てシステムに暗号化を
使用する場合、暗号化
キーを作成し、管理す
る必要があります。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5445

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5446

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5447

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5448

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5449

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

5450

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5451

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5452

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5453

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-13: 暗号化による保
護

最新の FIPS-140 で
検証された暗号化
メカニズム、NIST 
800-52、Transport 
Layer Security (TLS) 実
装の選択、設定、およ
び使用のためのガイド
ライン、転送中の暗号
化 (ペイロード暗号化)
の中から、指定された
各暗号化の用途に必要
なタイプの暗号化を実
装します。デジタル署
名に SHA-1 を使用する
ことは禁止されていま
す。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-23: セッションの認
証性

通信のセッションの信
頼性を確保します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

5454

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

5455

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

5456

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

5457

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

5458

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5459

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5460

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5461

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28: 保存中の情報に
対する保護 (CE-1) 暗号
化による保護

暗号化メカニズムを導
入して、不揮発性ス
トレージ内のエンド
ユーザーコンピュー
ティングシステム (デ
スクトップコンピュー
ター、ラップトップコ
ンピューター、モバイ
ルデバイス、ポータブ
ルおよびリムーバブル
ストレージデバイスな
ど) に保存されている 
FTI の不正な開示と変更
を防止します。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SI-2: 不具合の修復 (IRS 
定義)

政府機関は、毎日ワー
クステーションの電源
を入れて機関のネット
ワークに接続したとき
に、(ポリシーで定義さ
れているとおり、GFE 
ワークステーション
を使用するリモート接
続を含めて) 機関が承
認した最新のパッチが
適用されていること、
および存在しないパッ
チまたは新しいパッ
チが必要に応じて適用
されていることについ
て、ワークステーショ
ンがチェックされてい
ることを確認します。
また、それ以外の場合
は 24 時間に 1 回以上 
(土日祝日などを除く) 
チェックされているこ
とを確認します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

5462

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2: 不具合の修復 (IRS 
定義)

政府機関は、毎日ワー
クステーションの電源
を入れて機関のネット
ワークに接続したとき
に、(ポリシーで定義さ
れているとおり、GFE 
ワークステーション
を使用するリモート接
続を含めて) 機関が承
認した最新のパッチが
適用されていること、
および存在しないパッ
チまたは新しいパッ
チが必要に応じて適用
されていることについ
て、ワークステーショ
ンがチェックされてい
ることを確認します。
また、それ以外の場合
は 24 時間に 1 回以上 
(土日祝日などを除く) 
チェックされているこ
とを確認します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI-2: 不具合の修復 (IRS 
定義)

政府機関は、毎日ワー
クステーションの電源
を入れて機関のネット
ワークに接続したとき
に、(ポリシーで定義さ
れているとおり、GFE 
ワークステーション
を使用するリモート接
続を含めて) 機関が承
認した最新のパッチが
適用されていること、
および存在しないパッ
チまたは新しいパッ
チが必要に応じて適用
されていることについ
て、ワークステーショ
ンがチェックされてい
ることを確認します。
また、それ以外の場合
は 24 時間に 1 回以上 
(土日祝日などを除く) 
チェックされているこ
とを確認します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

5463

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2: 不具合の修復 (IRS 
定義)

政府機関は、毎日ワー
クステーションの電源
を入れて機関のネット
ワークに接続したとき
に、(ポリシーで定義さ
れているとおり、GFE 
ワークステーション
を使用するリモート接
続を含めて) 機関が承
認した最新のパッチが
適用されていること、
および存在しないパッ
チまたは新しいパッ
チが必要に応じて適用
されていることについ
て、ワークステーショ
ンがチェックされてい
ることを確認します。
また、それ以外の場合
は 24 時間に 1 回以上 
(土日祝日などを除く) 
チェックされているこ
とを確認します。

ecs-fargate-latest-
platform-version

セキュリティの更新
やパッチは、AWS 
Fargate のタスクに自
動的にデプロイされま
す。AWS Fargate の
プラットフォームバー
ジョンに影響を与え
るセキュリティ上の
問題が見つかった場
合、AWS はそのプラッ
トフォームバージョン
にパッチを適用しま
す。AWS Fargate を実
行する Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
タスクのパッチ管理を
支援するには、サービ
スのスタンドアロンタ
スクを更新して最新の
プラットフォームバー
ジョンを使用します。

SI-2: 不具合の修復 (IRS 
定義)

政府機関は、毎日ワー
クステーションの電源
を入れて機関のネット
ワークに接続したとき
に、(ポリシーで定義さ
れているとおり、GFE 
ワークステーション
を使用するリモート接
続を含めて) 機関が承
認した最新のパッチが
適用されていること、
および存在しないパッ
チまたは新しいパッ
チが必要に応じて適用
されていることについ
て、ワークステーショ
ンがチェックされてい
ることを確認します。
また、それ以外の場合
は 24 時間に 1 回以上 
(土日祝日などを除く) 
チェックされているこ
とを確認します。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

5464

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2: 不具合の修復 (IRS 
定義)

政府機関は、毎日ワー
クステーションの電源
を入れて機関のネット
ワークに接続したとき
に、(ポリシーで定義さ
れているとおり、GFE 
ワークステーション
を使用するリモート接
続を含めて) 機関が承
認した最新のパッチが
適用されていること、
および存在しないパッ
チまたは新しいパッ
チが必要に応じて適用
されていることについ
て、ワークステーショ
ンがチェックされてい
ることを確認します。
また、それ以外の場合
は 24 時間に 1 回以上 
(土日祝日などを除く) 
チェックされているこ
とを確認します。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

SI-4: システムモニタリ
ング

組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
ます。1. [Assignment: 
organization-defined 
monitoring objective] (割
り当て: 組織が定義した
モニタリング目標) に
従った攻撃と潜在的な
攻撃の指標、2. ローカ
ル、ネットワーク、お
よびリモートへの不正
な接続、b. [Assignment: 
organization- defined 
techniques and 
methods] (割り当て: 組
織で定義された技術と
方法) を通じて、情報シ
ステムの不正使用を特
定します、1. 組織で決
められた必須情報を収
集するため、情報シス
テム内に戦略的に配置
します、2。組織にとっ
て重要な特定の種類の
トランザクションを追
跡するための、システ
ム内のアドホックの場
所、d. 侵入監視ツール
から取得した情報を不
正なアクセス、変更、
削除から保護します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

5465

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4: システムモニタリ
ング

組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
ます。1. [Assignment: 
organization-defined 
monitoring objective] (割
り当て: 組織が定義した
モニタリング目標) に
従った攻撃と潜在的な
攻撃の指標、2. ローカ
ル、ネットワーク、お
よびリモートへの不正
な接続、b. [Assignment: 
organization- defined 
techniques and 
methods] (割り当て: 組
織で定義された技術と
方法) を通じて、情報シ
ステムの不正使用を特
定します、1. 組織で決
められた必須情報を収
集するため、情報シス
テム内に戦略的に配置
します、2。組織にとっ
て重要な特定の種類の
トランザクションを追
跡するための、システ
ム内のアドホックの場
所、d. 侵入監視ツール
から取得した情報を不
正なアクセス、変更、
削除から保護します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

5466

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4: システムモニタリ
ング

組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
ます。1. [Assignment: 
organization-defined 
monitoring objective] (割
り当て: 組織が定義した
モニタリング目標) に
従った攻撃と潜在的な
攻撃の指標、2. ローカ
ル、ネットワーク、お
よびリモートへの不正
な接続、b. [Assignment: 
organization- defined 
techniques and 
methods] (割り当て: 組
織で定義された技術と
方法) を通じて、情報シ
ステムの不正使用を特
定します、1. 組織で決
められた必須情報を収
集するため、情報シス
テム内に戦略的に配置
します、2。組織にとっ
て重要な特定の種類の
トランザクションを追
跡するための、システ
ム内のアドホックの場
所、d. 侵入監視ツール
から取得した情報を不
正なアクセス、変更、
削除から保護します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

5467

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4: システムモニタリ
ング

組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
ます。1. [Assignment: 
organization-defined 
monitoring objective] (割
り当て: 組織が定義した
モニタリング目標) に
従った攻撃と潜在的な
攻撃の指標、2. ローカ
ル、ネットワーク、お
よびリモートへの不正
な接続、b. [Assignment: 
organization- defined 
techniques and 
methods] (割り当て: 組
織で定義された技術と
方法) を通じて、情報シ
ステムの不正使用を特
定します、1. 組織で決
められた必須情報を収
集するため、情報シス
テム内に戦略的に配置
します、2。組織にとっ
て重要な特定の種類の
トランザクションを追
跡するための、システ
ム内のアドホックの場
所、d. 侵入監視ツール
から取得した情報を不
正なアクセス、変更、
削除から保護します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

5468

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4: システムモニタリ
ング

組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
ます。1. [Assignment: 
organization-defined 
monitoring objective] (割
り当て: 組織が定義した
モニタリング目標) に
従った攻撃と潜在的な
攻撃の指標、2. ローカ
ル、ネットワーク、お
よびリモートへの不正
な接続、b. [Assignment: 
organization- defined 
techniques and 
methods] (割り当て: 組
織で定義された技術と
方法) を通じて、情報シ
ステムの不正使用を特
定します、1. 組織で決
められた必須情報を収
集するため、情報シス
テム内に戦略的に配置
します、2。組織にとっ
て重要な特定の種類の
トランザクションを追
跡するための、システ
ム内のアドホックの場
所、d. 侵入監視ツール
から取得した情報を不
正なアクセス、変更、
削除から保護します。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

5469

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

5470

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

5471

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

5472

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4: システムモニタリ
ング (IRS 定義)

すべてのインターネッ
トアクセスポイント/
ポータルは、承認され
たインターネット「匿
名」接続 (CISO 機関の
承認などによるもの) を
除き、インバウンドお
よびアウトバウンドの
トラフィックヘッダー
情報を少なくとも 1 年
間キャプチャし、保持
するものとします。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

SI-7: ソフトウェア、
ファームウェア、およ
び情報の整合性

完全性検証ツール
を使用して、システ
ムカーネル、ドライ
バー、ファームウェア 
(BIOS、UEFI など)、ソ
フトウェア (OS、アプ
リケーション、ミドル
ウェアなど) およびセ
キュリティ属性など、
ソフトウェア、ファー
ムウェアおよび情報に
対する不正な変更を検
出します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

SI-7: ソフトウェア、
ファームウェア、およ
び情報の整合性

完全性検証ツール
を使用して、システ
ムカーネル、ドライ
バー、ファームウェア 
(BIOS、UEFI など)、ソ
フトウェア (OS、アプ
リケーション、ミドル
ウェアなど) およびセ
キュリティ属性など、
ソフトウェア、ファー
ムウェアおよび情報に
対する不正な変更を検
出します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

5473

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7: ソフトウェア、
ファームウェア、およ
び情報の整合性

完全性検証ツール
を使用して、システ
ムカーネル、ドライ
バー、ファームウェア 
(BIOS、UEFI など)、ソ
フトウェア (OS、アプ
リケーション、ミドル
ウェアなど) およびセ
キュリティ属性など、
ソフトウェア、ファー
ムウェアおよび情報に
対する不正な変更を検
出します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

5474

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

5475

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

dynamodb-バックアッ
プ計画によって保護さ
れるリソース

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5476

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

バックアップ計画に
よって保護された EBS 
リソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) リソースが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5477

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

バックアップ計画に
よって保護された efs リ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5478

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5479

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

rds-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアップ
プロセスを実行するに
は、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) リソー
スが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5480

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

5481

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

5482

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
IRS 1075 に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

s3-lifecycle-policy-check Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

5483

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

SI-12: 情報の管理と保持 組織は、適用される
法、大統領令、指令、
ポリシー、規制、基
準、運用要件に従っ
て、システム内の情報
およびシステムから出
力される情報を管理お
よび保持します。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「IRS 1075 運用のベストプラクティス」で入手できます。

K-ISMS の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、韓国の「Information Security Management System (ISMS)」と、AWS マネージド Config ルー
ル間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の韓
国の「ISMS」によるコントロールに関連付けられます。韓国の「ISMS」によるコントロールを、複数の 
Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについて
は、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

5484

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-IRS-1075.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

1.2.1 ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

2.1.3 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

2.1.3 ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.3.3 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

2.3.3 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

2.5.1 access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.5.1 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

2.5.1 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

2.5.1 iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.5.1 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

2.5.1 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

2.5.1 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.5.1 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

2.5.1 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

2.5.1 iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

2.5.1 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.5.1 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

2.5.1 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

2.5.1 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

2.5.3 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

5490

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.5.3 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

2.5.3 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.5.4 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

2.5.5 ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.5.5 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

2.5.5 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

2.6 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

5493

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.6 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

2.6 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

2.6 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

2.6 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.6 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

2.6 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

2.6 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

5495

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.6 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

2.6 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

2.6 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

2.6 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

5496

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.6 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

2.6 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

2.6 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.6 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

2.6 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

2.6 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

2.6 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.6 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

2.6.6 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

2.6.6 elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

2.6.6 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.6.6 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

2.6.6 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

2.6.6 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.6.6 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

2.6.6 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

2.6.6 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

2.6.6 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.6.6 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

2.6.6 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

2.6.7 no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

2.7 acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.7 alb-http-drop-invalid-header-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) 
が、http ヘッダーを削除するよう
に設定されていることを確認し
ます。機密データが含まれてい
る可能性があるため、転送中の
暗号化を有効にしてデータを保
護します。

2.7 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

2.7 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

2.7 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

2.7 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

2.7 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.7 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

2.7 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

2.7 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

2.7 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

2.7 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

2.7 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.7 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

2.7 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

2.7 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

2.7 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

2.7 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.7 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

2.7 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

2.7 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

2.7 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

2.7 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.7 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

2.7 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

2.7.1 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

2.7.1 elb-predefined-security-policy-ssl-
check

転送中のデータを保護する
ため、Classic Elastic Load 
Balancing のリスナーがカス
タムセキュリティポリシーを
使用していることを確認しま
す。Elastic Load Balancing に
は、クライアントとロードバラ
ンサーの間に接続が確立された
ときに SSL ネゴシエーション
に使用される定義済み SSL ネ
ゴシエーション設定がありま
す。SSL ネゴシエーション設定
は幅広いクライアントとの互換
性を提供し、暗号 という強力
な暗号アルゴリズムを使用しま
す。このルールでは、SSL リス
ナーにカスタムセキュリティポ
リシーを設定する必要がありま
す。デフォルトのセキュリティ
ポリシーは ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-0 です。実際の値
には、組織のポリシーを反映す
る必要があります。

2.7.2 cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.7.2 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

2.8.5 codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。

2.8.5 codebuild-project-source-repo-
url-check

GitHub または Bitbucket のソー
スレポジトリの URL に、AWS 
Codebuild プロジェクト環境内の
個人用のアクセストークン、サ
インイン認証情報が含まれてい
ないことを確認します。GitHub 
または Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与するに
は、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではな
く、OAuth を使用します。

2.8.6 codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.8.6 codebuild-project-source-repo-
url-check

GitHub または Bitbucket のソー
スレポジトリの URL に、AWS 
Codebuild プロジェクト環境内の
個人用のアクセストークン、サ
インイン認証情報が含まれてい
ないことを確認します。GitHub 
または Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与するに
は、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではな
く、OAuth を使用します。

2.9.1 account-part-of-organizations AWS Organizations 内の AWS 
アカウントを一元管理すること
で、アカウントが準拠されるよ
うになります。アカウントの管
理が一元化されていないと、ア
カウントの設定に一貫性がなく
なり、リソースや機密データが
流出する可能性があります。

2.9.1 cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

2.9.1 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.9.1 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

2.9.2 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。

2.9.2 cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.9.2 dynamodb-throughput-limit-check このルールを有効にする
と、Amazon DynamoDB テー
ブルでのプロビジョンドス
ループットキャパシティが
チェックされるようになりま
す。これは、各テーブルがサ
ポートできる読み取りおよび
書き込みアクティビティの量
です。DynamoDB はこの情報
を使用して、スループット要
件を満たすのに十分なシステ
ムリソースを予約します。こ
のルールでは、スループット
がお客様のアカウントの最大
限度に近づいたときにアラート
が生成されます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) のパラ
メータを必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。

2.9.2 ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

このルールを有効にする
と、Amazon EC2 コンソール
での Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのモニタリングを改善できま
す。このルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニタリング
グラフが表示されます。

2.9.2 lambda-concurrency-check このルールにより、Lambda 関数
の同時実行数の上限と下限が確
立されているかどうかを確認し
ます。これは、関数が任意の時
点で処理しているリクエスト数
をベースライン化する際に役立
ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 
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2.9.2 rds-enhanced-monitoring-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) を有効
にすると、Amazon RDS の可
用性をモニタリングできます。
これにより、Amazon RDS デー
タベースインスタンスのヘルス
ステータスの詳細が可視化され
ます。Amazon RDS ストレージ
が、複数の基盤となる物理デバ
イスを使用している場合、拡張
モニタリングによって各デバイ
スのデータが収集されます。ま
た、Amazon RDS データベース
インスタンスがマルチ AZ 配置で
実行されている場合、セカンダ
リホスト上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホストのメト
リクスが収集されます。

2.9.3 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

2.9.3 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。
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2.9.3 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

2.9.3 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

2.9.3 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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2.9.3 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

2.9.3 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

2.9.3 elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

2.9.3 rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
K-ISMS の運用のベストプラクティス 
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2.9.3 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

2.9.3 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

2.9.3 s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。
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2.9.3 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

2.9.3 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

2.9.3 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。
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2.9.3 EC2-バックアップ計画によって
保護されるリソース

データのバックアッププロセ
スを支援するために、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ボリュームが AWS Backup 
のプランに含まれていることを
確認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

2.9.3 fsx-リソース-バックアップ計画に
よって保護される

データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
FSx ファイルシステムが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

2.9.4 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

2.9.4 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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2.9.4 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

2.9.4 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

2.9.4 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

2.9.4 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。
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2.9.4 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

2.9.4 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

2.9.4 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。
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2.9.4 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

2.9.4 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

2.10.3 ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

2.10.3 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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2.10.3 guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

2.10.3 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

2.10.3 ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。

2.10.5 alb-http-drop-invalid-header-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) 
が、http ヘッダーを削除するよう
に設定されていることを確認し
ます。機密データが含まれてい
る可能性があるため、転送中の
暗号化を有効にしてデータを保
護します。
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2.10.5 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

2.10.5 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

2.10.5 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

2.10.5 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

2.10.5 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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2.10.5 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

2.10.5 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

2.10.8 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

2.10.8 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。
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2.11.2 guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

2.11.3 cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch アラー
ムは、メトリクスが指定され
た評価期間数のしきい値を超
えたときにアラームで警告し
ます。アラームは、メトリク
スや式の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値を超え
た場合に 1 つ以上のアクショ
ンを実行します。このルール
には、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired (Config 
デフォルト: False) の値が必要で
す。実際の値には、環境に合わ
せたアラームのアクションを反
映する必要があります。

2.11.3 ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

このルールを有効にする
と、Amazon EC2 コンソール
での Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのモニタリングを改善できま
す。このルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニタリング
グラフが表示されます。

2.11.3 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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2.11.3 lambda-concurrency-check このルールにより、Lambda 関数
の同時実行数の上限と下限が確
立されているかどうかを確認し
ます。これは、関数が任意の時
点で処理しているリクエスト数
をベースライン化する際に役立
ちます。

2.11.3 rds-enhanced-monitoring-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) を有効
にすると、Amazon RDS の可
用性をモニタリングできます。
これにより、Amazon RDS デー
タベースインスタンスのヘルス
ステータスの詳細が可視化され
ます。Amazon RDS ストレージ
が、複数の基盤となる物理デバ
イスを使用している場合、拡張
モニタリングによって各デバイ
スのデータが収集されます。ま
た、Amazon RDS データベース
インスタンスがマルチ AZ 配置で
実行されている場合、セカンダ
リホスト上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホストのメト
リクスが収集されます。

2.11.3 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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2.12 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

2.12 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

2.12 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。
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2.12 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

2.12 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

2.12 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。
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2.12 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

2.12 elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

2.12 rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

2.12 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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2.12 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

2.12 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

2.12 s3-bucket-default-lock-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、 デ
フォルトでロックが有効になっ
ていることを確認します。S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時にオブジェクトロックを適用
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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K-ISMS の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.12 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

2.12 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

2.12 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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ロードバランシングの運用のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.12 バックアップ計画によって保護
された aurora リソース

データのバックアッププロセス
を実行するため、Amazon Aurora 
リソースが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

2.12 バックアップ計画-分-頻度と分保
持チェック

データのバックアッププロセス
を支援するには、AWS Backup 
プランが最小頻度と保持期間
に設定されていることを確認し
てください。AWSBackup は、
ポリシーベースのバックアップ
ソリューションを備えた、フル
マネージドのバックアップサー
ビスです。このソリューション
を使用すると、バックアップの
管理が簡素化され、バックアッ
プに関するビジネスおよび規制
のコンプライアンス要件を満た
すことができます。このルール
では、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays (デ
フォルトConfig: 35)、および 
requiredFrequencyUnit (デフォル
トConfig: 日) パラメータを設定
することができます。実際の値
には、組織の要件を反映する必
要があります。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for K-ISMS」で入手できます。

ロードバランシングの運用のベストプラクティス
このパックには、AWS 内の負荷分散に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマン
スパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定
を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルール
については、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-KISMS.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions


AWS Config デベロッパーガイド
ログ記録に関する運用上のベストプラクティス

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Load Balancing」で入手できます。

ログ記録に関する運用上のベストプラクティス
このパックには、AWS でのログ記録に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマン
スパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定
を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルール
については、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Logging」で入手できます。

サービスの管理およびガバナンスの運用のベストプラ
クティス
このパックには、管理およびガバナンスサービスに基づく AWS Config ルールが含まれています。詳細に
ついては、「AWS での管理とガバナンス」を参照してください。このコンフォーマンスパックは、AWS 
リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を必要としません。
環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールについては、「AWS 
Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Management and Governance Services」で入
手できます。

シンガポール金融管理局の「Notice 655」の運用のベ
ストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、シンガポール金融管理局 (MAS) の「Notice 655 － Cyber Hygiene」と、AWS マネージド Config 
ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の
シンガポール金融管理局の「Notice 655 － Cyber Hygiene」によるコントロールに関連付けられます。シ
ンガポール金融管理局の「Notice 655 － Cyber Hygiene」によるコントロールを、複数の Config ルールに
関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を
参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

4.1 iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Load-Balancing.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Logging.yaml
http://aws.amazon.com/products/management-tools/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Management-Governance-Services.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
シンガポール金融管理局の「Notice 
655」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

4.1 access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。

4.1 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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シンガポール金融管理局の「Notice 
655」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

4.1 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

4.1 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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シンガポール金融管理局の「Notice 
655」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

4.1 ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

4.1 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

4.1 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
シンガポール金融管理局の「Notice 
655」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

4.1 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

4.1 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

4.1 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

4.1 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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4.1 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。

4.1 iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

4.1 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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4.1 iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

4.1 iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

4.1 secretsmanager-rotation-
enabled-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager シークレットでロー
テーションが有効にされます。
シークレットを定期的にロー
テーションすることで、シーク
レットがアクティブになる期間
が短縮され、シークレットが侵
害された場合のビジネスへの影
響が軽減される可能性がありま
す。

4.1 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager のシークレットがロー
テーションスケジュールに従っ
て正常にローテーションされ
るようになります。シークレッ
トを定期的にローテーションす
ることで、シークレットがアク
ティブになる期間が短縮され、
シークレットが侵害された場合
のビジネスへの影響が軽減され
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
シンガポール金融管理局の「Notice 
655」の運用のベストプラクティス 
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4.1 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

4.2 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

4.2 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

4.2 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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4.2 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

4.2 ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。

4.2 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

4.2 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。
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4.2 ecr-private-image-scanning-
enabled

Amazon Elastic Container 
Repository (ECR) イメージス
キャニングは、コンテナイメー
ジ内のソフトウェアの脆弱性を
特定するのに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージスキャン
を有効にすると、保存されてい
るイメージの整合性と安全性を
検証するレイヤーが追加されま
す。

4.3 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

4.3 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
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4.3 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

4.3 account-part-of-organizations AWS Organizations 内の AWS 
アカウントを一元管理すること
で、アカウントが準拠されるよ
うになります。アカウントの管
理が一元化されていないと、ア
カウントの設定に一貫性がなく
なり、リソースや機密データが
流出する可能性があります。

4.4 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

4.4 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。
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4.4 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

4.4 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

4.4 ec2-security-group-attached-to-
eni-periodic

このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスまたは ENI に
セキュリティグループがアタッ
チされるようになります。この
ルールは、インベントリ内の未
使用のセキュリティグループの
モニタリングと環境の管理に役
立ちます。

4.4 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。
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4.4 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

4.4 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

4.4 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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4.4 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

4.4 internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

4.4 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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4.4 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

4.4 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

4.4 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

4.4 waf-regional-rule-not-empty AWS WAF に空でないルール
があることを確認します。条件
のないルールは、意図しない動
作を引き起こす可能性がありま
す。

4.4 waf-regional-rulegroup-not-empty AWS WAF に空でないルール
グループがあることを確認しま
す。空のルールグループは、意
図しない動作を引き起こす可能
性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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4.4 waf-regional-webacl-not-empty AWS WAF にアタッチされた
ウェブ ACL には、ウェブリク
エストを検査および制御する、
ルールおよびルールグループ
のコレクションを含めること
ができます。ウェブ ACL が空
の場合、ウェブトラフィック
は、WAF による検出または処理
なしに通過します。

4.4 netfw-policy-default-action-
fragment-packets

AWS Network Firewall ポリシー
は、ファイアウォールが Amazon 
VPC のトラフィックをモニタリ
ングおよび処理する方法を定義
します。ステートレスおよびス
テートフルのルールグループを
設定し、パケットとトラフィッ
クフローをフィルタリングしま
す。Pass アクションをデフォル
トに設定すると、意図しないト
ラフィックが許可される可能性
があります。

4.4 netfw-policy-default-action-full-
packets

AWS Network Firewall ポリシー
は、ファイアウォールが Amazon 
VPC のトラフィックをモニタリ
ングおよび処理する方法を定義
します。ステートレスおよびス
テートフルのルールグループを
設定し、パケットとトラフィッ
クフローをフィルタリングしま
す。Pass アクションをデフォル
トに設定すると、意図しないト
ラフィックが許可される可能性
があります。

4.4 netfw-policy-rule-group-
associated

AWS Network Firewall ポリシー
は、ファイアウォールが Amazon 
VPC のトラフィックをモニタ
リングおよび処理する方法を
定義します。ステートレスおよ
びステートフルのルールグルー
プを設定して、パケットとトラ
フィックフローのフィルタリン
グし、デフォルトのトラフィッ
ク処理を定義します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-default-action-fragment-packets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-default-action-fragment-packets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-default-action-full-packets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-default-action-full-packets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
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4.4 netfw-stateless-rule-group-not-
empty

AWS Network Firewall ルールグ
ループには、ファイアウォール
が VPC 内のトラフィックを処理
する方法を定義するルールが含
まれています。ファイアウォー
ルポリシーに空のステートレ
スルールグループが存在する場
合、トラフィックは処理されま
せん。

4.4 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

4.4 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
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4.4 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

4.4 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

4.4 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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4.4 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

4.4 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

4.4 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

4.4 no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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4.4 s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

4.4 subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

4.4 autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

4.4 redshift-enhanced-vpc-routing-
enabled

拡張された VPC のルーティン
グにより、クラスターとデータ
リポジトリ間のすべての COPY 
および UNLOAD トラフィック
が、Amazon VPC を通過する
よう強制されます。その後、
セキュリティグループやネッ
トワークアクセスコントロー
ルリストなどの VPC 機能を
使用して、ネットワークトラ
フィックを保護することができ
ます。VPC フローログを使用し
てネットワークトラフィックを
モニタリングすることもできま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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4.4 ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

4.4 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

4.4 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。
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4.5 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

4.5 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

4.5 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

4.5 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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4.6 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

4.6 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

4.6 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

4.6 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

4.6 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

4.6 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for MAS Notice 655」で入手できます。

MAS TRMG の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

シンガポール金融管理局 (MAS) の「Technology Risk Managment Guidelines (TRMG) January 2021」
と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を以下に示します。各 AWS Config ルールが特
定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の MAS TRMG コントロールに関連付けられます。MAS の
「TRMG January 2021」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。こ
れらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 account-part-of-organizations AWS Organizations 内の AWS 
アカウントを一元管理すること
で、アカウントが準拠されるよ
うになります。アカウントの管
理が一元化されていないと、ア
カウントの設定に一貫性がなく
なり、リソースや機密データが
流出する可能性があります。

5.4.3 codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。

5.4.3 codebuild-project-source-repo-
url-check

GitHub または Bitbucket のソー
スレポジトリの URL に、AWS 
Codebuild プロジェクト環境内の
個人用のアクセストークン、サ
インイン認証情報が含まれてい
ないことを確認します。GitHub 
または Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与するに
は、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではな
く、OAuth を使用します。
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-MAS-Notice-655.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

6.1.1 codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。

6.1.2 codebuild-project-envvar-
awscred-check

AWS Codebuild プロジェク
ト環境内に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを確認しま
す。これらの変数をクリアテキ
ストで保存しないでください。
これらの変数をクリアテキスト
で保存すると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセスを招く
可能性があります。

6.1.4 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

6.1.4 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

6.1.4 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

6.2.1 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

6.3.1 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

6.4.5 acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

6.4.5 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

6.4.5 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

6.4.5 cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

6.4.5 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

6.4.5 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

6.4.5 opensearch-https-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインへ
の接続で HTTPS が有効になって
いることを確認します。

6.4.5 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

6.4.5 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

6.4.5 elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

6.4.5 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

6.4.5 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

6.4.6 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

6.4.6 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
MAS TRMG の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

6.4.6 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

6.4.6 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

6.4.6 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

6.4.6 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

6.4.6 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

6.4.6 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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6.4.6 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

6.4.6 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

6.4.7 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

6.4.7 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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6.4.7 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

6.4.7 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

6.4.7 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

6.4.7 cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。
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6.4.7 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

6.4.7 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

6.4.7 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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6.4.7 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

6.4.7 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

6.4.7 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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6.4.7 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

6.4.7 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

6.4.7 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。
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6.4.8 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

6.4.8 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

6.4.8 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。

6.4.8 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。
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6.4.8 elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

6.4.8 rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

6.4.8 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。
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6.4.8 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。

7.2.1 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

7.2.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。
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7.4.1 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

7.4.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

7.4.1 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

7.4.1 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。
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7.4.1 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

7.4.1 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

7.5.5 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。
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7.5.5 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

7.5.5 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。

7.5.5 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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7.5.5 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

7.5.5 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

7.5.5 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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7.5.5 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

7.5.5 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

7.5.5 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

7.5.7 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。
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7.5.7 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

7.5.7 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

7.5.7 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

7.5.7 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

7.5.7 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。
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7.5.7 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

7.5.7 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

7.5.7 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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7.5.7 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

7.5.7 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

7.5.7 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。
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8.1.1 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

8.1.1 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。

8.1.1 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

8.1.1 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。
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8.1.1 elb-deletion-protection-enabled このルールにより、Elastic Load 
Balancing で削除保護が有効に
なっているかどうかを確認し
ます。この機能を使用すると、
ロードバランサーが誤って削除
されたり悪意を持って削除され
ることで、アプリケーションの
可用性が失われることを防ぐこ
とができます。

8.1.1 rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

8.1.1 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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8.1.1 vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN トンネ
ルを実装することで、回復性
の要件を満たすことができま
す。2 つのトンネルを使用する
ことで、Site-to-Site VPN 接続
の 1 つが使用できなくなった
場合の接続を確保します。カス
タマーゲートウェイが使用でき
なくなった場合に接続が失われ
るのを防ぐために、2 つ目のカ
スタマーゲートウェイを使用し
て Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへの 2 つ目
の Site-to-Site VPN 接続を設定で
きます。

8.1.2 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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8.1.2 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

8.1.2 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

8.1.2 opensearch-data-node-fault-
tolerance

Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) では、
高可用性と耐障害性のために少
なくとも 3 つのデータノード
が必要です。少なくとも 3 つの
データノードを持つ OpenSearch 
Service ドメインをデプロイする
と、ノードに障害が発生した場
合のクラスターオペレーション
が確実になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
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8.1.2 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。

8.1.3 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto Scaling グ
ループの Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェックは、十分
な容量と可用性の維持をサポー
トします。ロードバランサー
は、定期的に ping の送信、接
続の試行、リクエストの送信を
実行し、Auto scaling グループ
内の Amazon EC2 インスタンス
のヘルスステータスをテストし
ます。インスタンスによってレ
ポートが返されない場合、新し
い Amazon EC2 インスタンスに
トラフィックが送信されます。

8.1.3 beanstalk-enhanced-health-
reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 拡張ヘル
スレポートにより、基盤となる
インフラストラクチャの健全性
の変化に対するより迅速な対応
が可能になります。これらの変
更は、アプリケーションの可用
性を低下させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡張ヘルス
レポートは、特定された問題の
重要度を測定し、調査すべき可
能性のある原因を特定するため
のステータス記述子を提供しま
す。

8.1.3 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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8.1.3 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

8.4.1 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

8.4.1 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

8.4.1 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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8.4.1 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

8.4.1 ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) の最適化インスタ
ンスは、Amazon EBS I/O 操作専
用の追加容量を提供します。こ
の最適化は、Amazon EBS I/O 操
作とその他のインスタンスから
のトラフィック間の競合を最小
化することで、EBS ボリューム
の効率的なパフォーマンスを実
現します。

8.4.1 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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8.4.1 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

8.4.1 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

8.4.1 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

8.4.1 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
MAS TRMG の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

8.4.1 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

8.4.2 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

8.4.2 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

8.4.2 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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8.4.2 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

8.4.2 ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) の最適化インスタ
ンスは、Amazon EBS I/O 操作専
用の追加容量を提供します。こ
の最適化は、Amazon EBS I/O 操
作とその他のインスタンスから
のトラフィック間の競合を最小
化することで、EBS ボリューム
の効率的なパフォーマンスを実
現します。

8.4.2 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

8.4.2 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

5588

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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8.4.2 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

8.4.2 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

8.4.2 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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8.4.2 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

8.4.4 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

8.5.4 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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8.5.4 s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。

9.1.1 ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

9.1.1 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。

9.1.1 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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9.1.1 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

9.1.1 iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

9.1.1 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

5592

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
MAS TRMG の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

9.1.1 iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

9.1.1 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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9.1.1 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

9.1.1 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

9.1.1 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

9.1.1 iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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9.1.1 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

9.1.1 iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

9.1.1 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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9.1.1 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

9.1.1 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

9.1.1 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

9.1.1 secretsmanager-rotation-
enabled-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager シークレットでロー
テーションが有効にされます。
シークレットを定期的にロー
テーションすることで、シーク
レットがアクティブになる期間
が短縮され、シークレットが侵
害された場合のビジネスへの影
響が軽減される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
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9.1.1 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager のシークレットがロー
テーションスケジュールに従っ
て正常にローテーションされ
るようになります。シークレッ
トを定期的にローテーションす
ることで、シークレットがアク
ティブになる期間が短縮され、
シークレットが侵害された場合
のビジネスへの影響が軽減され
る可能性があります。

9.1.1 s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。

9.1.1 secretsmanager-secret-periodic-
rotation

このルールにより、AWS Secrets 
Manager シークレットで定期
的なローテーションが有効にさ
れます。シークレットを定期的
にローテーションすることで、
シークレットがアクティブにな
る期間が短縮され、シークレッ
トが侵害された場合のビジネス
への影響が軽減される可能性が
あります。デフォルト値は 90 日
です。

9.1.1 secretsmanager-secret-unused AWS Secrets Manager に未使
用の認証情報が存在する場合
は、最小特権の原則に反する
可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、unusedForDays (Config デ
フォルト: 90) の値を設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-periodic-rotation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-periodic-rotation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
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9.1.2 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

9.1.2 iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

9.1.2 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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9.1.2 iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

9.1.2 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

9.1.2 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

9.1.3 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

9.1.3 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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9.1.3 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

9.1.3 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

9.1.3 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

9.1.3 cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
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9.1.3 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

9.1.3 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

9.1.3 opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

9.1.3 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

9.1.3 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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9.1.3 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

9.1.3 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

9.1.3 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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9.1.3 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

9.1.3 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

9.1.3 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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9.1.3 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

9.1.4 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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9.1.5 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

9.1.5 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

9.1.5 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

9.1.5 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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9.1.6 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

9.1.7 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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9.1.7 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

9.1.7 iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

9.1.7 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
MAS TRMG の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

9.1.7 iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

9.1.7 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

9.2.1 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

9.2.1 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

9.2.1 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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9.2.1 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

9.2.1 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

9.2.1 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

9.2.1 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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9.2.1 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

9.2.1 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

9.2.1 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

5610

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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9.2.1 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

9.2.2 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

9.2.2 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

9.2.2 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

9.2.2 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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9.2.2 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

9.2.2 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

9.2.2 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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9.2.2 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

9.2.2 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

9.2.2 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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9.2.2 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

9.3.1 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

9.3.1 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

9.3.1 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

9.3.1 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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9.3.1 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

9.3.1 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

9.3.1 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

9.3.1 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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9.3.1 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

9.3.1 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

9.3.1 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

9.3.1 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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9.3.1 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

9.3.1 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

9.3.1 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

10.1.1 acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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10.1.1 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

10.1.1 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

10.1.1 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

10.1.1 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

10.1.1 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

10.1.1 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

10.1.1 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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10.1.1 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

10.1.1 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

10.1.1 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

10.1.1 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

10.1.1 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

10.1.1 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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10.1.1 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

10.1.1 elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

10.1.1 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

10.1.1 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

10.1.1 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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10.1.1 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

10.1.1 redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

10.1.1 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

10.1.1 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

5621

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
MAS TRMG の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

10.1.1 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

10.1.1 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

10.1.1 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

10.1.1 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

10.1.1 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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10.1.1 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

10.2.1 acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

10.2.1 cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

10.2.1 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

10.2.2 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。
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10.2.3 access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。

10.2.3 cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

10.2.3 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

11.1.1 (a) acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。
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11.1.1 (a) alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

11.1.1 (a) api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

11.1.1 (a) api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

11.1.1 (a) elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

11.1.1 (a) opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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11.1.1 (a) elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

11.1.1 (a) guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

11.1.1 (a) redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

11.1.1 (a) s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

11.1.1 (b) api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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11.1.1 (b) autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

11.1.1 (b) cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

11.1.1 (b) cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

11.1.1 (b) dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

11.1.1 (b) dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

11.1.1 (b) ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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11.1.1 (b) ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

11.1.1 (b) ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

11.1.1 (b) efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

11.1.1 (b) elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

11.1.1 (b) opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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AWS Config デベロッパーガイド
MAS TRMG の運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

11.1.1 (b) elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

11.1.1 (b) opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

11.1.1 (b) emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

11.1.1 (b) encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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11.1.1 (b) restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

11.1.1 (b) ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

11.1.1 (b) lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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11.1.1 (b) lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

11.1.1 (b) no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

11.1.1 (b) rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

11.1.1 (b) rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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11.1.1 (b) rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

11.1.1 (b) rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

11.1.1 (b) redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

11.1.1 (b) redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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11.1.1 (b) redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

11.1.1 (b) restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

11.1.1 (b) s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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11.1.1 (b) s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

11.1.1 (b) s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

11.1.1 (b) s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

11.1.1 (b) s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

11.1.1 (b) s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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11.1.1 (b) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

11.1.1 (b) sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

11.1.1 (b) sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

11.1.1 (b) secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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11.1.1 (b) sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

11.1.1 (b) ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

11.1.1 (b) vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

11.1.3 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

11.1.3 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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11.1.3 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

11.1.3 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

11.1.3 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

11.1.3 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

11.1.3 ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

11.1.3 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

タスク定義に昇格した権限があ
る場合は、お客様がそれらの
設定に特別にオプトインしてい
ることが原因です。このコント
ロールでは、タスク定義でホス
トネットワークが有効になって
おり、お客様が昇格した権限に
オプトインしていない場合に、
予期しない権限の昇格が発生し
ないかどうかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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11.1.3 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

11.1.3 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

11.1.3 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

11.1.3 emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラスターで 
Kerberos を有効にすることで、
最小特権と職務の分離の原則
に基づいてアクセス許可と認可
を管理して組み込むことができ
ます。Kerberos では、認証を
必要とするサービスとユーザー
をプリンシパルと呼びます。プ
リンシパルは Kerberos 領域内
に存在します。この領域内で
は、Kerberos サーバーを KDC 
(キー配布センター) と呼びます。
これは、プリンシパルが認証を
行うための手段を提供するもの
です。KDC は、チケットを発
行して認証を行います。KDC 
は、領域内にあるプリンシパル
のデータベースに加え、プリン
シパルのパスワードや、各プリ
ンシパルに関するその他の管理
情報を保持しています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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11.1.3 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

11.1.3 iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

11.1.3 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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11.1.3 iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

11.1.3 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

11.1.3 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

11.1.3 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

11.1.3 iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

11.1.3 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

11.1.3 iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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11.1.3 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

11.1.3 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

11.1.3 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

11.1.3 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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11.1.3 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

11.1.3 redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

11.1.3 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

11.1.3 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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11.1.3 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

11.1.3 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

11.1.3 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

11.1.3 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

11.1.3 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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11.1.3 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

11.2.1 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

11.2.2 autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

11.2.2 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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11.2.2 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

11.2.2 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

11.2.2 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

11.2.2 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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11.2.2 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

11.2.2 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

11.2.2 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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11.2.2 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

11.2.2 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

11.2.2 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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11.2.2 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

11.2.2 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

11.2.2 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

11.2.2 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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11.2.2 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

11.2.2 s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

11.2.2 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

11.2.2 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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11.2.2 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

11.2.2 subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

11.2.2 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

11.2.2 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
MAS TRMG の運用のベストプラクティス 
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11.2.4 autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

11.2.4 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

11.2.4 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

11.2.4 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

11.2.4 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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11.2.4 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

11.2.4 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

11.2.4 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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11.2.4 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

11.2.4 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

11.2.4 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

11.2.4 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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11.2.4 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

11.2.4 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

11.2.4 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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11.2.4 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

11.2.4 s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

11.2.4 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

11.2.4 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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11.2.4 subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

11.2.4 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

11.2.4 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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11.3.1 ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。

11.3.5 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

11.3.5 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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11.3.5 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

11.3.5 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

11.4.2 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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11.4.2 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

11.4.2 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

11.4.2 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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11.5.2 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

12.1.1 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

12.1.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

5661

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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12.1.1 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

12.1.1 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

12.2.2 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

12.2.2 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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12.2.2 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

12.2.2 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

12.2.2 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

12.2.2 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

12.2.2 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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12.2.2 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

12.2.2 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

12.2.2 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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12.2.2 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

12.2.2 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

12.2.2 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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12.2.2 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

12.2.2 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

12.2.2 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

12.2.4 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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12.2.4 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

12.2.5 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

12.2.5 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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12.2.5 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

12.2.5 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

12.3.2 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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12.3.2 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。

12.3.2 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

14.1.2 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

14.1.2 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。
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14.1.2 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

14.1.2 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

14.1.2 elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

14.1.2 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

14.1.2 elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。
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14.1.2 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

14.1.2 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

14.1.3 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

14.1.3 api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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14.1.3 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

14.1.3 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

14.2.2 acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

14.2.2 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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14.2.2 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

14.2.2 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

14.2.2 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

14.2.2 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

14.2.2 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

14.2.2 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。
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14.2.2 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

14.2.2 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

14.2.2 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

14.2.2 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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14.2.6 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

14.2.6 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

14.2.6 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

14.2.6 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

14.2.6 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

14.2.6 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
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14.2.6 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

14.2.6 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for MAS TRMG」で入手できます。

モニタリングの運用のベストプラクティス
このパックには、AWS 内のモニタリングに基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォー
マンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの
設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理
ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Monitoring」で入手できます。

NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

以下に、カンボジア国立銀行 (NBC) の「Technology Risk Management (TRM) Guidelines」のフレーム
ワークと、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の 
AWS リソースに適用され、1 つ以上の NBC の「TRM Guidelines」に関連付けられます。NBC の「TRM 
Guideline」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピ
ングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

このコンフォーマンスパックのサンプルテンプレートには、カンボジア国立銀行 (NBC) によって作成さ
れた Technology Risk Management (TRM) Guidelines のフレームワーク内のコントロールへのマッピング
が含まれています。フレームワークにはこちらからアクセスできます。カンボジア国立銀行: Technology 
Risk Mangement Guidelines。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://www.nbc.org.kh/download_files/publication/itguideline_eng/NBC-Risk-Management-Guidelines-July%202019.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/publication/itguideline_eng/NBC-Risk-Management-Guidelines-July%202019.pdf
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (D) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (d) d) 考慮すべき重要なコ
ントロールには以下が
あります－- ユーザー 
ID とアクセスコント
ロールマトリックスの
作成を適用し、承認す
る体系的なプロセス － 
リスク評価基くアクセ
ス権限の付与 － 職務
の効果的な分離を確保
するために設計された
ロールベースのアクセ
スコントロールの実装 
－ システムのデフォル
トのユーザー名および/
またはパスワードの変
更、および汎用アカウ
ントのユーザー ID と
パスワードの共有の禁
止 － ロールまたは責
任の変更がある場合、
アクセス権の採用/契約
の停止に関するアクセ
ス権の削除 － ユーザー
の追加、削除、ロール
の変更に関する情報セ
キュリティ機能をタイ
ムリーに通知するプロ
セス － システム内の
ユーザー ID と実際に
アクセスを必要とする
ユーザーとの定期的な
照合、および不要な ID 
がある場合はその削除 
－ すべてのユーザーに
よる IT アセットへのア
クセスの監査、記録、
モニタリング － 重要
なアプリケーションの
長期休暇中のユーザー
のユーザー ID の非アク
ティブ化の検討

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1(f) f) 説明責任を果たすた
め、ユーザーと IT 資産
が一意に特定され、そ
の行動が監査可能であ
ることを確認してくだ
さい。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3.1.1(f) f) 説明責任を果たすた
め、ユーザーと IT 資産
が一意に特定され、そ
の行動が監査可能であ
ることを確認してくだ
さい。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1(f) f) 説明責任を果たすた
め、ユーザーと IT 資産
が一意に特定され、そ
の行動が監査可能であ
ることを確認してくだ
さい。

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

3.1.1(f) f) 説明責任を果たすた
め、ユーザーと IT 資産
が一意に特定され、そ
の行動が監査可能であ
ることを確認してくだ
さい。

redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。

3.1.1(f) f) 説明責任を果たすた
め、ユーザーと IT 資産
が一意に特定され、そ
の行動が監査可能であ
ることを確認してくだ
さい。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1(f) f) 説明責任を果たすた
め、ユーザーと IT 資産
が一意に特定され、そ
の行動が監査可能であ
ることを確認してくだ
さい。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

3.1.1(f) f) 説明責任を果たすた
め、ユーザーと IT 資産
が一意に特定され、そ
の行動が監査可能であ
ることを確認してくだ
さい。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

5737
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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3.1.1 (H) h) 重要な業務を行うシ
ステム管理者、セキュ
リティ担当者、プログ
ラマーおよびスタッフ
は、職務機能と特権ア
クセスによって維持ま
たは運用する金融シス
テムに重大な損害を与
える能力を常に有しま
す。システムへのアク
セス権が昇格している
担当者は、システム制
御やセキュリティ手順
を回避するための内部
知識とリソースを持っ
ているため、すべて
のシステムのアクティ
ビティを記録して綿密
に監視する必要があり
ます。以下に列挙する
コントロールおよびセ
キュリティ対策のいく
つかを考慮する必要が
あります。－ 特権ユー
ザーに対する二要素認
証の実装 － 特権ユー
ザーによるリモートア
クセスに対する強力な
コントロールの導入 － 
特権ユーザー数の制限 
－ 特権ユーザーの「必
要性」または「実行の
必要性」に基づく特権
的アクセス権の付与 － 
特権ユーザーが実行す
るシステムアクティビ
ティの監査ログの維持 
－ 特権ユーザーによ
る、自身のアクティビ
ティがキャプチャされ
ているシステムログへ
のアクセスの禁止 － 
ログの定期的な監査ま
たはマネジメントレ
ビューの実施 － 特権 
ID およびアクセスコー
ド － ベンダーおよび請
負業者による、緊密な
監督や監視のないシス
テムへの特権的アクセ
ス権取得の禁止 － 不正
アクセスからのバック
アップデータの保護

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (a) a) BFI は、ネットワー
ク境界を保護するた
めに、ファイアウォー
ル、ウイルス対策/マル
ウェア対策ソフトウェ
ア、侵入検知および防
止システムなどのネッ
トワークセキュリティ
デバイスを IT インフラ
ストラクチャの重要な
分岐点にインストール
する必要があります。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

3.1.2 (a) a) BFI は、ネットワー
ク境界を保護するた
めに、ファイアウォー
ル、ウイルス対策/マル
ウェア対策ソフトウェ
ア、侵入検知および防
止システムなどのネッ
トワークセキュリティ
デバイスを IT インフラ
ストラクチャの重要な
分岐点にインストール
する必要があります。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.1.2 (a) a) BFI は、ネットワー
ク境界を保護するた
めに、ファイアウォー
ル、ウイルス対策/マル
ウェア対策ソフトウェ
ア、侵入検知および防
止システムなどのネッ
トワークセキュリティ
デバイスを IT インフラ
ストラクチャの重要な
分岐点にインストール
する必要があります。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5753

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5754

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

5758

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

5779

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

5798

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

5799

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (c) c) ネットワーク内の
情報のセキュリティを
確保し、不正なアクセ
スから接続されたサー
ビスを保護するための
コントロールを実装す
る必要があります。特
に、以下の項目を考慮
する必要があります。
－ ネットワーク機器の
管理に関する責任と手
順を確立する。－ ネッ
トワークの運用責任
をコンピュータの運用
から適切に分離する。
－ パブリックネット
ワークまたはワイヤレ
スネットワークを通過
するデータの機密性と
完全性を保護し、接続
されたシステムやアプ
リケーションを保護す
るための特別なコント
ロールを確立する (信
頼できないシステムや
ネットワークに接続す
る場合、ネットワーク
暗号化プロトコルを含
む) － 情報セキュリティ
に影響を与える、また
は関連するアクション
の記録と検出を可能に
するために、適切なロ
グ記録とモニタリング
を適用する必要があ
る。－ 管理活動は、
組織へのサービスを最
適化するため、また、
情報処理インフラスト
ラクチャ全体に一貫し
たコントロールを適用
するために、緊密に連
携する必要がある。－ 
ネットワーク上のシス
テムには認証を必要と
し － 信頼できないシス
テムによるネットワー
クへの接続には制限を
必要とする。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

5800

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

5801

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

5802

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

5803

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5804

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5805

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

5806

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5807

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5808

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

5810

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 (e) e) ネットワークサー
ビスは、シンプルで
管理の不要な帯域幅か
ら、VPN、Voice over 
IP、VSAT などの高度
なサービスまで、多
岐にわたります。ネッ
トワークサービスのセ
キュリティ機能は、以
下のようなものである
必要があります。－ 認
証、暗号化、ネット
ワーク接続制御などの
ネットワークサービス
のセキュリティに適用
されるテクノロジー 
－ セキュリティおよ
びネットワーク接続の
ルールに従った、ネッ
トワークサービスとの
セキュアな接続に必要
なテクノロジーによる
パラメータ － ネット
ワークサービスまたは
アプリケーションへの
アクセスを制限するた
めのネットワークサー
ビスの使用手順 (必要な
場合)

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

3.1.3 (e) e) 暗号化を使用して、
リモートアクセスデ
バイスと施設間の通
信チャネルを保護し、
ネットワークのなりす
ましに関連するリスク
を制限します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

3.1.3 (g) g) リモートアクセス
通信のログを保持しま
す。ログには、リモー
トアクセスを通じて実
行されるすべてのアク
ティビティを含む、す
べてのリモートアクセ
スの日付、時間、ユー
ザー、ユーザーの場
所、期間、および目的
が含まれている必要が
あります。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

3.1.3 (i) i) リモートアクセスの
ための二要素認証プロ
セス (例: ワンタイムラ
ンダムパスワード生成
を備えた PIN ベースの
トークンカードまたは
トークンベースの PKI) 
を徹底します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 (i) i) リモートアクセスの
ための二要素認証プロ
セス (例: ワンタイムラ
ンダムパスワード生成
を備えた PIN ベースの
トークンカードまたは
トークンベースの PKI) 
を徹底します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

3.1.3 (i) i) リモートアクセスの
ための二要素認証プロ
セス (例: ワンタイムラ
ンダムパスワード生成
を備えた PIN ベースの
トークンカードまたは
トークンベースの PKI) 
を徹底します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 (i) i) リモートアクセスの
ための二要素認証プロ
セス (例: ワンタイムラ
ンダムパスワード生成
を備えた PIN ベースの
トークンカードまたは
トークンベースの PKI) 
を徹底します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

3.1.4 (c)(e) c) パッチ管理プロセス
には、以下の側面を含
める必要があります。
－ パッチが許可された
ソースからのものであ
ることを確認するため
のパッチの取得と検証
の方法の決定 － 組織で
使用されるアプリケー
ションやシステムに適
用可能な脆弱性の特定
方法 － パッチを実装す
る (または特定のパッチ
を実装しない) ことに
よるビジネスへの影響
の評価 － パッチがテス
トされていることの確
認 － パッチのデプロイ
方法の説明 (例: 自動的) 
－ 組織全体でのパッチ
デプロイの状況に関す
るレポート － パッチデ
プロイの失敗への対処
方法 (例: パッチの再デ
プロイ) を含める e) BFI 
は、自動化されたパッ
チ管理ツールとソフト
ウェア更新ツールを、
それらのツールを利用
できるすべての安全な
システムにデプロイす
る必要があります。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.4 (c)(e) c) パッチ管理プロセス
には、以下の側面を含
める必要があります。
－ パッチが許可された
ソースからのものであ
ることを確認するため
のパッチの取得と検証
の方法の決定 － 組織で
使用されるアプリケー
ションやシステムに適
用可能な脆弱性の特定
方法 － パッチを実装す
る (または特定のパッチ
を実装しない) ことに
よるビジネスへの影響
の評価 － パッチがテス
トされていることの確
認 － パッチのデプロイ
方法の説明 (例: 自動的) 
－ 組織全体でのパッチ
デプロイの状況に関す
るレポート － パッチデ
プロイの失敗への対処
方法 (例: パッチの再デ
プロイ) を含める e) BFI 
は、自動化されたパッ
チ管理ツールとソフト
ウェア更新ツールを、
それらのツールを利用
できるすべての安全な
システムにデプロイす
る必要があります。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.4 (c)(e) c) パッチ管理プロセス
には、以下の側面を含
める必要があります。
－ パッチが許可された
ソースからのものであ
ることを確認するため
のパッチの取得と検証
の方法の決定 － 組織で
使用されるアプリケー
ションやシステムに適
用可能な脆弱性の特定
方法 － パッチを実装す
る (または特定のパッチ
を実装しない) ことに
よるビジネスへの影響
の評価 － パッチがテス
トされていることの確
認 － パッチのデプロイ
方法の説明 (例: 自動的) 
－ 組織全体でのパッチ
デプロイの状況に関す
るレポート － パッチデ
プロイの失敗への対処
方法 (例: パッチの再デ
プロイ) を含める e) BFI 
は、自動化されたパッ
チ管理ツールとソフト
ウェア更新ツールを、
それらのツールを利用
できるすべての安全な
システムにデプロイす
る必要があります。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.4 (c)(e) c) パッチ管理プロセス
には、以下の側面を含
める必要があります。
－ パッチが許可された
ソースからのものであ
ることを確認するため
のパッチの取得と検証
の方法の決定 － 組織で
使用されるアプリケー
ションやシステムに適
用可能な脆弱性の特定
方法 － パッチを実装す
る (または特定のパッチ
を実装しない) ことに
よるビジネスへの影響
の評価 － パッチがテス
トされていることの確
認 － パッチのデプロイ
方法の説明 (例: 自動的) 
－ 組織全体でのパッチ
デプロイの状況に関す
るレポート － パッチデ
プロイの失敗への対処
方法 (例: パッチの再デ
プロイ) を含める e) BFI 
は、自動化されたパッ
チ管理ツールとソフト
ウェア更新ツールを、
それらのツールを利用
できるすべての安全な
システムにデプロイす
る必要があります。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.4 (c)(e) c) パッチ管理プロセス
には、以下の側面を含
める必要があります。
－ パッチが許可された
ソースからのものであ
ることを確認するため
のパッチの取得と検証
の方法の決定 － 組織で
使用されるアプリケー
ションやシステムに適
用可能な脆弱性の特定
方法 － パッチを実装す
る (または特定のパッチ
を実装しない) ことに
よるビジネスへの影響
の評価 － パッチがテス
トされていることの確
認 － パッチのデプロイ
方法の説明 (例: 自動的) 
－ 組織全体でのパッチ
デプロイの状況に関す
るレポート － パッチデ
プロイの失敗への対処
方法 (例: パッチの再デ
プロイ) を含める e) BFI 
は、自動化されたパッ
チ管理ツールとソフト
ウェア更新ツールを、
それらのツールを利用
できるすべての安全な
システムにデプロイす
る必要があります。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.4 (c)(e) c) パッチ管理プロセス
には、以下の側面を含
める必要があります。
－ パッチが許可された
ソースからのものであ
ることを確認するため
のパッチの取得と検証
の方法の決定 － 組織で
使用されるアプリケー
ションやシステムに適
用可能な脆弱性の特定
方法 － パッチを実装す
る (または特定のパッチ
を実装しない) ことに
よるビジネスへの影響
の評価 － パッチがテス
トされていることの確
認 － パッチのデプロイ
方法の説明 (例: 自動的) 
－ 組織全体でのパッチ
デプロイの状況に関す
るレポート － パッチデ
プロイの失敗への対処
方法 (例: パッチの再デ
プロイ) を含める e) BFI 
は、自動化されたパッ
チ管理ツールとソフト
ウェア更新ツールを、
それらのツールを利用
できるすべての安全な
システムにデプロイす
る必要があります。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

3.1.5 (d)(e) d) 適切なキー管理に
は、暗号化キーの生
成、保存、アーカイ
ブ、取得、配布、廃
棄、破棄のための安
全なプロセスが必要
です。e) すべての暗
号化キーを、変更や紛
失から保護する必要が
あります。また、シー
クレットキーやプライ
ベートキーは、不正使
用や漏洩から保護する
必要があります。キー
の生成、保存、保管
に使用する機器には、
物理的な保護が必要で
す。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 (d)(e) d) 適切なキー管理に
は、暗号化キーの生
成、保存、アーカイ
ブ、取得、配布、廃
棄、破棄のための安
全なプロセスが必要
です。e) すべての暗
号化キーを、変更や紛
失から保護する必要が
あります。また、シー
クレットキーやプライ
ベートキーは、不正使
用や漏洩から保護する
必要があります。キー
の生成、保存、保管
に使用する機器には、
物理的な保護が必要で
す。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

3.1.5 (d)(e) d) 適切なキー管理に
は、暗号化キーの生
成、保存、アーカイ
ブ、取得、配布、廃
棄、破棄のための安
全なプロセスが必要
です。e) すべての暗
号化キーを、変更や紛
失から保護する必要が
あります。また、シー
クレットキーやプライ
ベートキーは、不正使
用や漏洩から保護する
必要があります。キー
の生成、保存、保管
に使用する機器には、
物理的な保護が必要で
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 (d)(e) d) 適切なキー管理に
は、暗号化キーの生
成、保存、アーカイ
ブ、取得、配布、廃
棄、破棄のための安
全なプロセスが必要
です。e) すべての暗
号化キーを、変更や紛
失から保護する必要が
あります。また、シー
クレットキーやプライ
ベートキーは、不正使
用や漏洩から保護する
必要があります。キー
の生成、保存、保管
に使用する機器には、
物理的な保護が必要で
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 (f) f) キー管理システムは、
以下の合意済みの一連
の標準、手順、および
安全な方法に基づいて
いる必要があります。
－ さまざまな暗号シ
ステムおよびさまざま
なアプリケーションの
キーを生成する － パ
ブリックキーの証明書
を発行および取得する 
－ 目的のエンティティ
へのキーと、キーを受
け取った際の有効化の
方法の配布 － キーの保
存と、権限のあるユー
ザーによるキーへのア
クセス方法 － キーの
変更または更新および
キーの変更時期とその
方法に関するルール 
－ 侵害されたキーの
処理 － キーが侵害さ
れた場合や、ユーザー
が組織を離れた場合な
どのキーの回収方法を
含む、キーの取り消し
または非アクティブ化 
(キーをアーカイブする
必要もある場合) － 紛
失または破損したキー
の復旧 － キーのバッ
クアップまたはアーカ
イブ － キーの破棄 － 
キー管理に関連するア
クティビティのログ記
録と監査

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 (f) f) キー管理システムは、
以下の合意済みの一連
の標準、手順、および
安全な方法に基づいて
いる必要があります。
－ さまざまな暗号シ
ステムおよびさまざま
なアプリケーションの
キーを生成する － パ
ブリックキーの証明書
を発行および取得する 
－ 目的のエンティティ
へのキーと、キーを受
け取った際の有効化の
方法の配布 － キーの保
存と、権限のあるユー
ザーによるキーへのア
クセス方法 － キーの
変更または更新および
キーの変更時期とその
方法に関するルール 
－ 侵害されたキーの
処理 － キーが侵害さ
れた場合や、ユーザー
が組織を離れた場合な
どのキーの回収方法を
含む、キーの取り消し
または非アクティブ化 
(キーをアーカイブする
必要もある場合) － 紛
失または破損したキー
の復旧 － キーのバッ
クアップまたはアーカ
イブ － キーの破棄 － 
キー管理に関連するア
クティビティのログ記
録と監査

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

5830

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 (f) f) キー管理システムは、
以下の合意済みの一連
の標準、手順、および
安全な方法に基づいて
いる必要があります。
－ さまざまな暗号シ
ステムおよびさまざま
なアプリケーションの
キーを生成する － パ
ブリックキーの証明書
を発行および取得する 
－ 目的のエンティティ
へのキーと、キーを受
け取った際の有効化の
方法の配布 － キーの保
存と、権限のあるユー
ザーによるキーへのア
クセス方法 － キーの
変更または更新および
キーの変更時期とその
方法に関するルール 
－ 侵害されたキーの
処理 － キーが侵害さ
れた場合や、ユーザー
が組織を離れた場合な
どのキーの回収方法を
含む、キーの取り消し
または非アクティブ化 
(キーをアーカイブする
必要もある場合) － 紛
失または破損したキー
の復旧 － キーのバッ
クアップまたはアーカ
イブ － キーの破棄 － 
キー管理に関連するア
クティビティのログ記
録と監査

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 (f) f) キー管理システムは、
以下の合意済みの一連
の標準、手順、および
安全な方法に基づいて
いる必要があります。
－ さまざまな暗号シ
ステムおよびさまざま
なアプリケーションの
キーを生成する － パ
ブリックキーの証明書
を発行および取得する 
－ 目的のエンティティ
へのキーと、キーを受
け取った際の有効化の
方法の配布 － キーの保
存と、権限のあるユー
ザーによるキーへのア
クセス方法 － キーの
変更または更新および
キーの変更時期とその
方法に関するルール 
－ 侵害されたキーの
処理 － キーが侵害さ
れた場合や、ユーザー
が組織を離れた場合な
どのキーの回収方法を
含む、キーの取り消し
または非アクティブ化 
(キーをアーカイブする
必要もある場合) － 紛
失または破損したキー
の復旧 － キーのバッ
クアップまたはアーカ
イブ － キーの破棄 － 
キー管理に関連するア
クティビティのログ記
録と監査

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 (f) f) キー管理システムは、
以下の合意済みの一連
の標準、手順、および
安全な方法に基づいて
いる必要があります。
－ さまざまな暗号シ
ステムおよびさまざま
なアプリケーションの
キーを生成する － パ
ブリックキーの証明書
を発行および取得する 
－ 目的のエンティティ
へのキーと、キーを受
け取った際の有効化の
方法の配布 － キーの保
存と、権限のあるユー
ザーによるキーへのア
クセス方法 － キーの
変更または更新および
キーの変更時期とその
方法に関するルール 
－ 侵害されたキーの
処理 － キーが侵害さ
れた場合や、ユーザー
が組織を離れた場合な
どのキーの回収方法を
含む、キーの取り消し
または非アクティブ化 
(キーをアーカイブする
必要もある場合) － 紛
失または破損したキー
の復旧 － キーのバッ
クアップまたはアーカ
イブ － キーの破棄 － 
キー管理に関連するア
クティビティのログ記
録と監査

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 (f) f) キー管理システムは、
以下の合意済みの一連
の標準、手順、および
安全な方法に基づいて
いる必要があります。
－ さまざまな暗号シ
ステムおよびさまざま
なアプリケーションの
キーを生成する － パ
ブリックキーの証明書
を発行および取得する 
－ 目的のエンティティ
へのキーと、キーを受
け取った際の有効化の
方法の配布 － キーの保
存と、権限のあるユー
ザーによるキーへのア
クセス方法 － キーの
変更または更新および
キーの変更時期とその
方法に関するルール 
－ 侵害されたキーの
処理 － キーが侵害さ
れた場合や、ユーザー
が組織を離れた場合な
どのキーの回収方法を
含む、キーの取り消し
または非アクティブ化 
(キーをアーカイブする
必要もある場合) － 紛
失または破損したキー
の復旧 － キーのバッ
クアップまたはアーカ
イブ － キーの破棄 － 
キー管理に関連するア
クティビティのログ記
録と監査

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 (f) f) キー管理システムは、
以下の合意済みの一連
の標準、手順、および
安全な方法に基づいて
いる必要があります。
－ さまざまな暗号シ
ステムおよびさまざま
なアプリケーションの
キーを生成する － パ
ブリックキーの証明書
を発行および取得する 
－ 目的のエンティティ
へのキーと、キーを受
け取った際の有効化の
方法の配布 － キーの保
存と、権限のあるユー
ザーによるキーへのア
クセス方法 － キーの
変更または更新および
キーの変更時期とその
方法に関するルール 
－ 侵害されたキーの
処理 － キーが侵害さ
れた場合や、ユーザー
が組織を離れた場合な
どのキーの回収方法を
含む、キーの取り消し
または非アクティブ化 
(キーをアーカイブする
必要もある場合) － 紛
失または破損したキー
の復旧 － キーのバッ
クアップまたはアーカ
イブ － キーの破棄 － 
キー管理に関連するア
クティビティのログ記
録と監査

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.1.6 (a) a) BFI は、自動化され
たツールと手動による
手法を組み合わせてデ
プロイし、包括的な VA 
を定期的に実行する必
要があります。ウェブ
ベースの外部向けシス
テムの場合、VA の範囲
には、SQL インジェク
ションやクロスサイト
スクリプティングなど
の一般的なウェブの脆
弱性を含める必要があ
ります。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

5835
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.6 (a) a) BFI は、自動化され
たツールと手動による
手法を組み合わせてデ
プロイし、包括的な VA 
を定期的に実行する必
要があります。ウェブ
ベースの外部向けシス
テムの場合、VA の範囲
には、SQL インジェク
ションやクロスサイト
スクリプティングなど
の一般的なウェブの脆
弱性を含める必要があ
ります。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

3.1.6 (a) a) BFI は、自動化され
たツールと手動による
手法を組み合わせてデ
プロイし、包括的な VA 
を定期的に実行する必
要があります。ウェブ
ベースの外部向けシス
テムの場合、VA の範囲
には、SQL インジェク
ションやクロスサイト
スクリプティングなど
の一般的なウェブの脆
弱性を含める必要があ
ります。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

3.1.6(c) c) BFI は、VA & PT で
特定された問題を是
正するプロセスを確立
し、その後に是正措置
の再検証を実施して、
ギャップが完全に対処
されていることを確認
すべきである。

vuln-mitigated-accepted 
(Process Check)

新たに特定された脆弱
性が修正されるか、受
け入れられたリスクと
してドキュメント化さ
れるようにします。組
織のコンプライアンス
要件に従って、脆弱性
を修正するか、リスク
として承諾する必要が
あります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.6 (f) f) セキュリティ機能は、
軽減されない各部門の
重大な脆弱性の数に
関するステータスの更
新と軽減のための計画
を、定期的に上級管理
職に提供します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

3.1.8 User training and 
awareness

security-awareness-
program-exists(Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.1.10 (b) b) システムドキュメン
ト、アプリケーション
のソースコード、本番
トランザクションデー
タなどの機密情報に
は、改ざんを防止する
ためのより広範なコン
トロールが必要です (例: 
整合性チェッカー、暗
号学的ハッシュ)。さ
らに、ポリシーによっ
て、情報が含まれる印
刷物などの機密情報の
配布を最小限に抑える
必要があります。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.1 (h) h) 変更にともなうリ
スクを最小限に抑え
るため、BFI は、影響
を受けるシステムやア
プリケーションのバッ
クアップを変更前に
実行する必要がありま
す。BFI は、デプロイ中
またはデプロイ後に問
題が発生した場合に、
システムまたはアプ
リケーションを以前の
バージョンに戻すため
のロールバックの計画
を確立する必要があり
ます。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

5851

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

3.2.1 (k) k) 監査ログやセキュリ
ティログは、調査やト
ラブルシューティング
を容易にする有用な情
報です。BFIは、移行プ
ロセス中に実行された
アクティビティを記録
するため、ログ機能が
有効になっていること
を確認する必要があり
ます。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

3.2.3 (a) a) 情報セキュリティイ
ンシデントを防止、検
出、分析し、対応する
ためのプロセスを開発
し、実装します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.2.3 (a) a) 情報セキュリティイ
ンシデントを防止、検
出、分析し、対応する
ためのプロセスを開発
し、実装します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.3.1 (a) a) システム設計の一環
として、システムの高
可用性、適切な容量、
信頼性の高いパフォー
マンス、高速な応答時
間、スケーラビリティ
の維持に関連する重要
な要素を考慮します。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

5864

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

5866

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

5868

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

5872

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (a)(b)(c)(f)(j) a) 監査とレビューの目
的で、ユーザのアクセ
ス記録が一意に識別さ
れ、記録されているこ
とを確認します。b) 不
正アクセスの説明責任
と識別についてドキュ
メント化されているこ
とを確認します。c) 特
権ユーザによって実行
される、システムでの
アクティビティの監査
ログを有効にします。f) 
情報セキュリティに影
響を与える可能性のあ
る、または関連するア
クティビティの記録と
検出を行うため、適切
なログ記録とモニタリ
ングが適用されること
を確認します。j) イベ
ントのログ記録によっ
て、システムのセキュ
リティに関する統合レ
ポートとアラートを生
成できる自動モニタリ
ングシステムの土台が
設定されることを確認
します。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

3.4(f) f) 情報セキュリティに影
響を及ぼす可能性があ
る、または情報セキュ
リティに関連する行動
を記録および検出でき
るように、適切なログ
記録とモニタリングを
適用する必要がありま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

5878

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

5880

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

5881

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

5882

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

5883

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

5884

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

5885

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

5886

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

5887

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 (g) g) 関連する場合、イベ
ントログに以下が含ま
れていることを確認し
ます。－ ユーザ ID － 
システムのアクティビ
ティ － ログオンおよ
びログオフなどの主要
なイベントの日時と詳
細 － 可能な場合、デ
バイスの ID またはロ
ケーションおよびシス
テム識別子 － システ
ムにおけるアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ データやその他のリ
ソースへのアクセス試
行の成功と拒否の記録 
－ システム設定の変更 
－ 特権の使用 － シス
テムユーティリティと
アプリケーションの使
用 － アクセスされた
ファイルとアクセスの
種類 － ネットワーク
アドレスとプロトコル 
－ アクセスコントロー
ルシステムにより発生
したアラーム － アプリ
ケーションおよびオン
ラインの顧客トランザ
クションでユーザが実
行したトランザクショ
ンの記録

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

3.6.1 (a)(h) a) BFI は、ウェブアプ
リケーションに適切
なセキュリティ対策を
講じ、さまざまなウェ
ブ上のセキュリティリ
スクに対して合理的な
緩和策を講じる必要が
あります。h) BFI は、
ウェブアプリケーショ
ンに適切なセキュリ
ティ対策を講じ、さま
ざまなウェブ上のセ
キュリティリスクに
対して合理的な緩和策
を講じる必要がありま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

5888

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.1 (a)(h) a) BFI は、ウェブアプ
リケーションに適切
なセキュリティ対策を
講じ、さまざまなウェ
ブ上のセキュリティリ
スクに対して合理的な
緩和策を講じる必要が
あります。h) BFI は、
ウェブアプリケーショ
ンに適切なセキュリ
ティ対策を講じ、さま
ざまなウェブ上のセ
キュリティリスクに
対して合理的な緩和策
を講じる必要がありま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

5889

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.1 (b) b) BFI は、インター
ネットバンキングシス
テムやその他の関連
システムに関連するセ
キュリティ要件を評価
し、要求される機密性
と完全性の度合いを考
慮した暗号化ソリュー
ションを採用する必要
があります。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.6.1 (d) d) b) インターネットバ
ンキングを提供する BFI 
は、DDoS 攻撃の兆候を
示している可能性のあ
る、ネットワークの異
常なトラフィック状況
やシステムパフォーマ
ンス、システムリソー
スの使用量の急増に
対応する必要がありま
す。したがって、事前
と事後の対策が成功す
るかどうかは、ネット
ワークやシステムの異
常を効果的に検知、モ
ニタリング、分析する
ための適切なツールの
デプロイに左右されま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

3.6.1 (d) d) b) インターネットバ
ンキングを提供する BFI 
は、DDoS 攻撃の兆候を
示している可能性のあ
る、ネットワークの異
常なトラフィック状況
やシステムパフォーマ
ンス、システムリソー
スの使用量の急増に
対応する必要がありま
す。したがって、事前
と事後の対策が成功す
るかどうかは、ネット
ワークやシステムの異
常を効果的に検知、モ
ニタリング、分析する
ための適切なツールの
デプロイに左右されま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.1 (d) d) b) インターネットバ
ンキングを提供する BFI 
は、DDoS 攻撃の兆候を
示している可能性のあ
る、ネットワークの異
常なトラフィック状況
やシステムパフォーマ
ンス、システムリソー
スの使用量の急増に
対応する必要がありま
す。したがって、事前
と事後の対策が成功す
るかどうかは、ネット
ワークやシステムの異
常を効果的に検知、モ
ニタリング、分析する
ための適切なツールの
デプロイに左右されま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.6.1 (d) d) b) インターネットバ
ンキングを提供する BFI 
は、DDoS 攻撃の兆候を
示している可能性のあ
る、ネットワークの異
常なトラフィック状況
やシステムパフォーマ
ンス、システムリソー
スの使用量の急増に
対応する必要がありま
す。したがって、事前
と事後の対策が成功す
るかどうかは、ネット
ワークやシステムの異
常を効果的に検知、モ
ニタリング、分析する
ための適切なツールの
デプロイに左右されま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.1 (d) d) b) インターネットバ
ンキングを提供する BFI 
は、DDoS 攻撃の兆候を
示している可能性のあ
る、ネットワークの異
常なトラフィック状況
やシステムパフォーマ
ンス、システムリソー
スの使用量の急増に
対応する必要がありま
す。したがって、事前
と事後の対策が成功す
るかどうかは、ネット
ワークやシステムの異
常を効果的に検知、モ
ニタリング、分析する
ための適切なツールの
デプロイに左右されま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

3.6.1 (e) e) BFI は、情報セキュ
リティの脆弱性を定期
的に評価し、IT セキュ
リティの既存のリスク
マネジメントフレーム
ワークの有効性を評価
し、新たな脆弱性にタ
イムリーに対処するた
めに必要な調整を行う
必要があります。この
評価は、重要な変更の
一部としても実施する
必要があります。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

5896

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

5898

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

5899

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

5900

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

5901

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

5902

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NBC の「TRMG」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3.6.4 (a)(b) a) インターネットアク
セスを制限し、重要な
システムを一般的な IT 
環境から分離します。b) 
攻撃の対象となる領域
を削減し、脆弱性を軽
減します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NBC TRMG」で入手できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NBC-TRMG.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティ
ス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、BES Cyber System Information (BCSI) に関する North American Electric Reliability Corporation の
「Critical Infrastructure Protection Standards (NERC CIP)」、CIP-004-7 & CIP-011-3 と、AWS Config マ
ネージドルール間のマッピングの例を示します。各 AWS Config ルールが特定の AWS リソースに適用さ
れ、1 つ以上の NERC CIP によるコントロールに関連付けられます。NERC の「CIP」によるコントロー
ルを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダ
ンスについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-004-7-R6-Part 6.1 各責任主体は、CIP‐
004‐7 Table R6 － 
Access Management 
Program for BES Cyber 
System Information 
の該当する各要件
部分のまとめを含
む、CIP-004-7 Table R6 
- Access Management 
for BES Cyber System 
Information で特定さ
れる「対象システム」
に関連する BCSI への
プロビジョニングされ
たアクセスを承認、検
証、および取り消すた
め、1 つ以上のドキュメ
ント化されたアクセス
マネジメントプログラ
ムを実装するものとし
ます。この要件のコン
テキストで BCSI への
アクセスと見なされる
ために、個人は BCSI を
入手する機能と利用す
る機能の両方を持って
いる必要があります。
プロビジョニングされ
たアクセスは、BCSI へ
のアクセス手段 (例: 物
理的なキーまたはアク
セスカード、ユーザー
および関連する権利と

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを
確認します。きめ細
かいアクセスコント
ロールは、Amazon 
OpenSearch ドメイン
への最小特権アクセ
スを実現するための
強化された承認メカ
ニズムを提供します。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
ダッシュボードのマル
チテナンシーのサポー
ト、OpenSearch と 
Kibana の HTTP 基本認
証が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
特権、暗号化キーを含
む) を個人に提供するた
めに実行される特定の
アクションの結果と見
なされます。Part 6.1: 
プロビジョニングの前
に、CIP Exceptional 
Circumstances: 6.1.1 
を除き、責任主体の決
定に従い、必要性に基
づいて承認 (Part 4.1 に
従って既に承認されて
いる場合を除く) しま
す。電子的な BCSI への
プロビジョニングされ
た電子アクセス

5905



AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-004-7-R6-Part 6.1 各責任主体は、CIP‐
004‐7 Table R6 － 
Access Management 
Program for BES Cyber 
System Information 
の該当する各要件
部分のまとめを含
む、CIP-004-7 Table R6 
- Access Management 
for BES Cyber System 
Information で特定さ
れる「対象システム」
に関連する BCSI への
プロビジョニングされ
たアクセスを承認、検
証、および取り消すた
め、1 つ以上のドキュメ
ント化されたアクセス
マネジメントプログラ
ムを実装するものとし
ます。この要件のコン
テキストで BCSI への
アクセスと見なされる
ために、個人は BCSI を
入手する機能と利用す
る機能の両方を持って
いる必要があります。
プロビジョニングされ
たアクセスは、BCSI へ
のアクセス手段 (例: 物
理的なキーまたはアク
セスカード、ユーザー
および関連する権利と
特権、暗号化キーを含
む) を個人に提供するた
めに実行される特定の
アクションの結果と見
なされます。Part 6.1: 
プロビジョニングの前
に、CIP Exceptional 
Circumstances: 6.1.1 
を除き、責任主体の決
定に従い、必要性に基
づいて承認 (Part 4.1 に
従って既に承認されて
いる場合を除く) しま
す。電子的な BCSI への
プロビジョニングされ
た電子アクセス

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-004-7-R6-Part 6.1 各責任主体は、CIP‐
004‐7 Table R6 － 
Access Management 
Program for BES Cyber 
System Information 
の該当する各要件
部分のまとめを含
む、CIP-004-7 Table R6 
- Access Management 
for BES Cyber System 
Information で特定さ
れる「対象システム」
に関連する BCSI への
プロビジョニングされ
たアクセスを承認、検
証、および取り消すた
め、1 つ以上のドキュメ
ント化されたアクセス
マネジメントプログラ
ムを実装するものとし
ます。この要件のコン
テキストで BCSI への
アクセスと見なされる
ために、個人は BCSI を
入手する機能と利用す
る機能の両方を持って
いる必要があります。
プロビジョニングされ
たアクセスは、BCSI へ
のアクセス手段 (例: 物
理的なキーまたはアク
セスカード、ユーザー
および関連する権利と
特権、暗号化キーを含
む) を個人に提供するた
めに実行される特定の
アクションの結果と見
なされます。Part 6.1: 
プロビジョニングの前
に、CIP Exceptional 
Circumstances: 6.1.1 
を除き、責任主体の決
定に従い、必要性に基
づいて承認 (Part 4.1 に
従って既に承認されて
いる場合を除く) しま
す。電子的な BCSI への
プロビジョニングされ
た電子アクセス

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-004-7-R6-Part 6.1 各責任主体は、CIP‐
004‐7 Table R6 － 
Access Management 
Program for BES Cyber 
System Information 
の該当する各要件
部分のまとめを含
む、CIP-004-7 Table R6 
- Access Management 
for BES Cyber System 
Information で特定さ
れる「対象システム」
に関連する BCSI への
プロビジョニングされ
たアクセスを承認、検
証、および取り消すた
め、1 つ以上のドキュメ
ント化されたアクセス
マネジメントプログラ
ムを実装するものとし
ます。この要件のコン
テキストで BCSI への
アクセスと見なされる
ために、個人は BCSI を
入手する機能と利用す
る機能の両方を持って
いる必要があります。
プロビジョニングされ
たアクセスは、BCSI へ
のアクセス手段 (例: 物
理的なキーまたはアク
セスカード、ユーザー
および関連する権利と
特権、暗号化キーを含
む) を個人に提供するた
めに実行される特定の
アクションの結果と見
なされます。Part 6.1: 
プロビジョニングの前
に、CIP Exceptional 
Circumstances: 6.1.1 
を除き、責任主体の決
定に従い、必要性に基
づいて承認 (Part 4.1 に
従って既に承認されて
いる場合を除く) しま
す。電子的な BCSI への
プロビジョニングされ
た電子アクセス

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-004-7-R6-Part 6.1 各責任主体は、CIP‐
004‐7 Table R6 － 
Access Management 
Program for BES Cyber 
System Information 
の該当する各要件
部分のまとめを含
む、CIP-004-7 Table R6 
- Access Management 
for BES Cyber System 
Information で特定さ
れる「対象システム」
に関連する BCSI への
プロビジョニングされ
たアクセスを承認、検
証、および取り消すた
め、1 つ以上のドキュメ
ント化されたアクセス
マネジメントプログラ
ムを実装するものとし
ます。この要件のコン
テキストで BCSI への
アクセスと見なされる
ために、個人は BCSI を
入手する機能と利用す
る機能の両方を持って
いる必要があります。
プロビジョニングされ
たアクセスは、BCSI へ
のアクセス手段 (例: 物
理的なキーまたはアク
セスカード、ユーザー
および関連する権利と
特権、暗号化キーを含
む) を個人に提供するた
めに実行される特定の
アクションの結果と見
なされます。Part 6.1: 
プロビジョニングの前
に、CIP Exceptional 
Circumstances: 6.1.1 
を除き、責任主体の決
定に従い、必要性に基
づいて承認 (Part 4.1 に
従って既に承認されて
いる場合を除く) しま
す。電子的な BCSI への
プロビジョニングされ
た電子アクセス

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-004-7-R6-Part 6.1 各責任主体は、CIP‐
004‐7 Table R6 － 
Access Management 
Program for BES Cyber 
System Information 
の該当する各要件
部分のまとめを含
む、CIP-004-7 Table R6 
- Access Management 
for BES Cyber System 
Information で特定さ
れる「対象システム」
に関連する BCSI への
プロビジョニングされ
たアクセスを承認、検
証、および取り消すた
め、1 つ以上のドキュメ
ント化されたアクセス
マネジメントプログラ
ムを実装するものとし
ます。この要件のコン
テキストで BCSI への
アクセスと見なされる
ために、個人は BCSI を
入手する機能と利用す
る機能の両方を持って
いる必要があります。
プロビジョニングされ
たアクセスは、BCSI へ
のアクセス手段 (例: 物
理的なキーまたはアク
セスカード、ユーザー
および関連する権利と
特権、暗号化キーを含
む) を個人に提供するた
めに実行される特定の
アクションの結果と見
なされます。Part 6.1: 
プロビジョニングの前
に、CIP Exceptional 
Circumstances: 6.1.1 
を除き、責任主体の決
定に従い、必要性に基
づいて承認 (Part 4.1 に
従って既に承認されて
いる場合を除く) しま
す。電子的な BCSI への
プロビジョニングされ
た電子アクセス

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-004-7-R6-Part 6.1 各責任主体は、CIP‐
004‐7 Table R6 － 
Access Management 
Program for BES Cyber 
System Information 
の該当する各要件
部分のまとめを含
む、CIP-004-7 Table R6 
- Access Management 
for BES Cyber System 
Information で特定さ
れる「対象システム」
に関連する BCSI への
プロビジョニングされ
たアクセスを承認、検
証、および取り消すた
め、1 つ以上のドキュメ
ント化されたアクセス
マネジメントプログラ
ムを実装するものとし
ます。この要件のコン
テキストで BCSI への
アクセスと見なされる
ために、個人は BCSI を
入手する機能と利用す
る機能の両方を持って
いる必要があります。
プロビジョニングされ
たアクセスは、BCSI へ
のアクセス手段 (例: 物
理的なキーまたはアク
セスカード、ユーザー
および関連する権利と
特権、暗号化キーを含
む) を個人に提供するた
めに実行される特定の
アクションの結果と見
なされます。Part 6.1: 
プロビジョニングの前
に、CIP Exceptional 
Circumstances: 6.1.1 
を除き、責任主体の決
定に従い、必要性に基
づいて承認 (Part 4.1 に
従って既に承認されて
いる場合を除く) しま
す。電子的な BCSI への
プロビジョニングされ
た電子アクセス

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-004-7-R6-Part 6.1 各責任主体は、CIP‐
004‐7 Table R6 － 
Access Management 
Program for BES Cyber 
System Information 
の該当する各要件
部分のまとめを含
む、CIP-004-7 Table R6 
- Access Management 
for BES Cyber System 
Information で特定さ
れる「対象システム」
に関連する BCSI への
プロビジョニングされ
たアクセスを承認、検
証、および取り消すた
め、1 つ以上のドキュメ
ント化されたアクセス
マネジメントプログラ
ムを実装するものとし
ます。この要件のコン
テキストで BCSI への
アクセスと見なされる
ために、個人は BCSI を
入手する機能と利用す
る機能の両方を持って
いる必要があります。
プロビジョニングされ
たアクセスは、BCSI へ
のアクセス手段 (例: 物
理的なキーまたはアク
セスカード、ユーザー
および関連する権利と
特権、暗号化キーを含
む) を個人に提供するた
めに実行される特定の
アクションの結果と見
なされます。Part 6.1: 
プロビジョニングの前
に、CIP Exceptional 
Circumstances: 6.1.1 
を除き、責任主体の決
定に従い、必要性に基
づいて承認 (Part 4.1 に
従って既に承認されて
いる場合を除く) しま
す。電子的な BCSI への
プロビジョニングされ
た電子アクセス

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-004-7-R6-Part 6.1 各責任主体は、CIP‐
004‐7 Table R6 － 
Access Management 
Program for BES Cyber 
System Information 
の該当する各要件
部分のまとめを含
む、CIP-004-7 Table R6 
- Access Management 
for BES Cyber System 
Information で特定さ
れる「対象システム」
に関連する BCSI への
プロビジョニングされ
たアクセスを承認、検
証、および取り消すた
め、1 つ以上のドキュメ
ント化されたアクセス
マネジメントプログラ
ムを実装するものとし
ます。この要件のコン
テキストで BCSI への
アクセスと見なされる
ために、個人は BCSI を
入手する機能と利用す
る機能の両方を持って
いる必要があります。
プロビジョニングされ
たアクセスは、BCSI へ
のアクセス手段 (例: 物
理的なキーまたはアク
セスカード、ユーザー
および関連する権利と
特権、暗号化キーを含
む) を個人に提供するた
めに実行される特定の
アクションの結果と見
なされます。Part 6.1: 
プロビジョニングの前
に、CIP Exceptional 
Circumstances: 6.1.1 
を除き、責任主体の決
定に従い、必要性に基
づいて承認 (Part 4.1 に
従って既に承認されて
いる場合を除く) しま
す。電子的な BCSI への
プロビジョニングされ
た電子アクセス

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-004-7-R6-Part 6.1 各責任主体は、CIP‐
004‐7 Table R6 － 
Access Management 
Program for BES Cyber 
System Information 
の該当する各要件
部分のまとめを含
む、CIP-004-7 Table R6 
- Access Management 
for BES Cyber System 
Information で特定さ
れる「対象システム」
に関連する BCSI への
プロビジョニングされ
たアクセスを承認、検
証、および取り消すた
め、1 つ以上のドキュメ
ント化されたアクセス
マネジメントプログラ
ムを実装するものとし
ます。この要件のコン
テキストで BCSI への
アクセスと見なされる
ために、個人は BCSI を
入手する機能と利用す
る機能の両方を持って
いる必要があります。
プロビジョニングされ
たアクセスは、BCSI へ
のアクセス手段 (例: 物
理的なキーまたはアク
セスカード、ユーザー
および関連する権利と
特権、暗号化キーを含
む) を個人に提供するた
めに実行される特定の
アクションの結果と見
なされます。Part 6.1: 
プロビジョニングの前
に、CIP Exceptional 
Circumstances: 6.1.1 
を除き、責任主体の決
定に従い、必要性に基
づいて承認 (Part 4.1 に
従って既に承認されて
いる場合を除く) しま
す。電子的な BCSI への
プロビジョニングされ
た電子アクセス

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

ecr-private-tag-
immutability-enabled

Elastic Container 
Repository (ECR) の
タグ不変性を有効にし
て、ECR イメージのイ
メージタグが上書きさ
れないようにします。
以前は、タグが上書き
される可能性があり、
手作業でイメージを一
意に識別するための手
法が必要でした。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-tag-immutability-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-tag-immutability-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の 
Amazon OpenSearch 
Service のドメインに
よって、インターネッ
トゲートウェイ、NAT 
デバイスや VPN 接
続なしで、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内の他のサービス
の間で安全な通信がで
きるようになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

5926

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

5928

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

s3-event-notifications-
enabled

Amazon S3 イベント
通知により、バケット
オブジェクトに対する
偶発的または意図的な
変更について、関連す
る担当者に警告できま
す。アラートの例とし
ては、新しいオブジェ
クトの作成、オブジェ
クトの削除、オブジェ
クトの復元、オブジェ
クトの紛失およびレプ
リケートなどが含まれ
ます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

s3-lifecycle-policy-check Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

rds-cluster-default-
admin-check

デフォルトのユーザー
名はパブリックナレッ
ジであるため、デフォ
ルトのユーザー名を変
更することで、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
データベースクラス
ターのアタックサー
フェスを減らすことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-default-admin-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NERC CIP BCSI に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

rds-instance-default-
admin-check

デフォルトのユーザー
名はパブリックナレッ
ジであるため、デフォ
ルトのユーザー名を変
更することで、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
データベースインス
タンスのアタックサー
フェスを減らすことが
できます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

redshift-default-admin-
check

デフォルトのユーザー
名はパブリックナレッ
ジであるため、デフォ
ルトのユーザー名を変
更することで、Amazon 
Redshift クラスターのア
タックサーフェスを減
らすことができます。

CIP-011-3-R1-Part 1.2 各責任主体
は、CIP-011-3 Table R1 
– Information Protection 
に記載された該当する
各要件部分のまとめを
含む、1 つ以上のドキュ
メント化された情報保
護プログラムを実装す
るものとします。Part 
1.2: 機密性を侵害する
リスクを軽減するため
に、BCSI を保護し、安
全に処理する方法。

s3-bucket-acl-prohibited このルールは、アクセ
スコントロールリスト 
(ACL) が Amazon S3 バ
ケットのアクセスコン
トロールに使用されて
いるかどうかを確認し
ます。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NERC CIP BCSI」で入手できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NERC-CIP-BCSI.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

NCSC Cloud Security Principles に関する運用上のベ
ストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、英国の国家サイバーセキュリティセンター (NCSC) の「Cloud Security Principles」と、AWS マ
ネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用
され、1 つ以上の 英国の NCSC の「Cloud Security Principles」によるコントロールに関連付けられます。
英国の NCSC の「Cloud Security Principles」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付ける
ことができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してく
ださい。

このコンフォーマンスパックのサンプルテンプレートには、英国の NCSC の「Cloud Security Principles 
(National Cyber Security Center | Cloud security guidance)」内のコントロールへのマッピングが含まれ
ており、それらの公共部門に関する情報は Open Government License v3.0 のライセンスを取得していま
す。Open Government Licence には、こちらからアクセスできます。「公共部門の情報のための Open 
Government Licence」

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
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https://www.ncsc.gov.uk/collection/cloud-security/implementing-the-cloud-security-principles
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

1. 転送中のデータの保
護

ネットワークを通過す
るユーザーデータは、
改ざんや盗聴から適切
に保護する必要があり
ます。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
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関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

5946

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
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2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

2. アセットの保護と回
復性

お客様のデータ (および
それを保存または処理
するアセット) は適切に
保護する必要がありま
す。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

5. 運用上のセキュリ
ティ

サービスは、攻撃を妨
げ、検出し、または防
止する方法で運用およ
び管理する必要があり
ます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

7. 安全な開発 クラウドサービスは、
セキュリティへの脅
威を最小限に抑え、軽
減する方法で設計、開
発、デプロイする必要
があります。

codebuild-project-
environment-privileged-
check

最小特権の原則の
実装を支援するため
に、Amazon CodeBuild 
プロジェクト環境で特
権モードが有効になっ
ていないことを確認し
てください。Docker 
API およびコンテナの基
盤となるハードウェア
への意図しないアクセ
スを防ぐため、この設
定を無効にする必要が
あります。

7. 安全な開発 クラウドサービスは、
セキュリティへの脅
威を最小限に抑え、軽
減する方法で設計、開
発、デプロイする必要
があります。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7. 安全な開発 クラウドサービスは、
セキュリティへの脅
威を最小限に抑え、軽
減する方法で設計、開
発、デプロイする必要
があります。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

9. 安全なユーザー管理 プロバイダーは、サー
ビスの使用を安全に管
理するためのツールを
用意する必要がありま
す。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

10. ID と認証 サービスインターフェ
イスへのアクセスは、
認証された権限のある
個人に限定する必要が
あります。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10. ID と認証 サービスインターフェ
イスへのアクセスは、
認証された権限のある
個人に限定する必要が
あります。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

10. ID と認証 サービスインターフェ
イスへのアクセスは、
認証された権限のある
個人に限定する必要が
あります。

rds-instance-iam-
authentication-enabled

システムとアセット
へのアクセスを制御
するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
で AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) 認証が有効になっ
ていることを確認しま
す。これにより、デー
タベースに出入りす
るネットワークトラ
フィックが、Secure 
Sockets Layer (SSL) 
を使用して暗号化され
るようになります。認
証は外部で管理される
ため、ユーザー認証情
報をデータベースに保
存する必要はありませ
ん。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10. ID と認証 サービスインターフェ
イスへのアクセスは、
認証された権限のある
個人に限定する必要が
あります。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

10. ID と認証 サービスインターフェ
イスへのアクセスは、
認証された権限のある
個人に限定する必要が
あります。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10. ID と認証 サービスインターフェ
イスへのアクセスは、
認証された権限のある
個人に限定する必要が
あります。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10. ID と認証 サービスインターフェ
イスへのアクセスは、
認証された権限のある
個人に限定する必要が
あります。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

10. ID と認証 サービスインターフェ
イスへのアクセスは、
認証された権限のある
個人に限定する必要が
あります。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

10. ID と認証 サービスインターフェ
イスへのアクセスは、
認証された権限のある
個人に限定する必要が
あります。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
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関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10. ID と認証 サービスインターフェ
イスへのアクセスは、
認証された権限のある
個人に限定する必要が
あります。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

ecs-container-insights-
enabled

モニタリング
は、Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
および AWS ソリュー
ションの信頼性、可
用性、パフォーマンス
を維持する上で重要な
部分です。Container 
Insights では、問題の迅
速な特定と解決に役立
つ、コンテナの再起動
失敗などの診断情報も
提供されます。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

ecs-containers-
nonprivileged

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) タスク定
義では拡張された特権
を有効にしないでくだ
さい。このパラメータ
が true のとき、コンテ
ナには、ホストコンテ
ナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス
権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11. 外部インターフェイ
スの保護

サービスへの外部イン
ターフェイスまたは
信頼性の低いインター
フェイスをすべて特定
して保護する必要があ
ります。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

12. Secure service 
administration

クラウドプロバイダー
は、管理システムの価
値が高いことを認識す
る必要があります。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

13. ユーザーの監査情報 プロバイダーは、サー
ビスへのアクセスを監
視するために必要なロ
グと、サービス内に保
持されているデータを
提供する必要がありま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

13. ユーザーの監査情報 プロバイダーは、サー
ビスへのアクセスを監
視するために必要なロ
グと、サービス内に保
持されているデータを
提供する必要がありま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

13. ユーザーの監査情報 プロバイダーは、サー
ビスへのアクセスを監
視するために必要なロ
グと、サービス内に保
持されているデータを
提供する必要がありま
す。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

13. ユーザーの監査情報 プロバイダーは、サー
ビスへのアクセスを監
視するために必要なロ
グと、サービス内に保
持されているデータを
提供する必要がありま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NCSC Cloud Security Principles」で入手でき
ます。

NCSC の「Cyber Assesment Framework」に関する運
用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、英国の国家サイバーセキュリティセンター (NCSC) の「Cyber Assessment Framework (CAF)」
によるコントロールと、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルー
ルが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の 英国の国家サイバーセキュリティセンターの「CAF」
によるコントロールに関連付けられます。英国のNCSC の「CAF」によるコントロールを、複数の Config 
ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以
下の表を参照してください。

このコンフォーマンスパックのサンプルテンプレートには、英国のNCSC の「CAF (National Cyber 
Security Centre | NCSC CAF)」内のガイダンスへのマッピングが含まれており、それらの公共部門に関す
る情報は Open Government License v3.0 のライセンスを取得しています。Open Government Licence に
は、こちらからアクセスできます。「公共部門の情報のための Open Government Licence」

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

A3.a#アセットマネジメ
ント 

重要な機能の運用に必
要なネットワークや情
報システムの提供、維
持、サポートに必要な
すべてが決定され、理
解されている。これに

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NCSC-CloudSec-Principles.yaml
https://www.ncsc.gov.uk/collection/caf/cyber-assessment-framework
https://www.ncsc.gov.uk/collection/caf/cyber-assessment-framework
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
はデータ、人、システ
ム、それを支えるイン
フラストラクチャ (電力
や冷却など) が含まれま
す。

いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。

A3.a#アセットマネジメ
ント 

重要な機能の運用に必
要なネットワークや情
報システムの提供、維
持、サポートに必要な
すべてが決定され、理
解されている。これに
はデータ、人、システ
ム、それを支えるイン
フラストラクチャ (電力
や冷却など) が含まれま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

A3.a#アセットマネジメ
ント 

重要な機能の運用に必
要なネットワークや情
報システムの提供、維
持、サポートに必要な
すべてが決定され、理
解されている。これに
はデータ、人、システ
ム、それを支えるイン
フラストラクチャ (電力
や冷却など) が含まれま
す。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

A3.a#アセットマネジメ
ント 

重要な機能の運用に必
要なネットワークや情
報システムの提供、維
持、サポートに必要な
すべてが決定され、理
解されている。これに
はデータ、人、システ
ム、それを支えるイン
フラストラクチャ (電力
や冷却など) が含まれま
す。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

A3.a#アセットマネジメ
ント 

重要な機能の運用に必
要なネットワークや情
報システムの提供、維
持、サポートに必要な
すべてが決定され、理
解されている。これに
はデータ、人、システ
ム、それを支えるイン
フラストラクチャ (電力
や冷却など) が含まれま
す。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.a#Identity Verification, Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

5995

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.a Identity 
Verification,Authentication 
and Authorisation 

重要な機能をサポート
するネットワークや
情報システムへのアク
セスを強固に検証し、
認証し、権限を与えま
す。 

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

B2.b Device 
Management 

本質的な機能を支える
ネットワーク、情報
システム、データにア
クセスするために使用
されるデバイスを十分
に理解し、信頼できま
す。 

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.b Device 
Management 

本質的な機能を支える
ネットワーク、情報
システム、データにア
クセスするために使用
されるデバイスを十分
に理解し、信頼できま
す。 

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

codebuild-project-
environment-privileged-
check

最小特権の原則の
実装を支援するため
に、Amazon CodeBuild 
プロジェクト環境で特
権モードが有効になっ
ていないことを確認し
てください。Docker 
API およびコンテナの基
盤となるハードウェア
への意図しないアクセ
スを防ぐため、この設
定を無効にする必要が
あります。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

ecs-containers-
nonprivileged

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) タスク定
義では拡張された特権
を有効にしないでくだ
さい。このパラメータ
が true のとき、コンテ
ナには、ホストコンテ
ナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス
権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

secretsmanager-secret-
unused

AWS Secrets Manager 
に未使用の認証情報が
存在する場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、unusedForDays 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

6007

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.c Privileged User 
Management 

必須機能をサポートす
るネットワークや、情
報システムへの特権的
なユーザーアクセスを
綿密に管理することが
できます。 

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

6008

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

6009

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

6010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

6011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

6012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.d#Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

6013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

B2.d Identity and 
Access Management 
(IdAM) 

必須機能をサポートす
るネットワークや情報
システムにおいて、ID 
やアクセス制御の適切
な管理や保守を保証し
ます。 

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

6014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B3.a Understanding 
Data 

必須機能のオペレー
ションに重要なデー
タ、その保存場所、移
動先、利用不能または
不正アクセス、修正、
削除が必須機能にどの
ような悪影響を及ぼす
かを十分に理解してい
ること。#これは本質的
な機能の運用に重要な
データを保存またはア
クセスするサードパー
ティーについても適用
されます。 

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

6015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B3.b Data in Transit  本質的な機能の運用に
重要なデータの転送を
保護しました。これに
は、サードパーティー
へのデータ転送が含ま
れます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。
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B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B3.c Stored Data  必須機能のオペレー
ションに重要な保存
データを保護しまし
た。 

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

6043

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.a Secure by Design  必須機能の運用を支え
るネットワークや情
報システムにセキュ
リティを設計します。
攻撃対象領域を最小化
し、単一の脆弱性が悪
用されることによって
基本機能の運用が影響
を受けることがないよ
うにします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

B4.b Secure 
Configuration 

重要な機能の運用を支
えるネットワークと
情報システムを安全に
設定することができま
す。 

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

B4.b Secure 
Configuration 

重要な機能の運用を支
えるネットワークと
情報システムを安全に
設定することができま
す。 

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.b Secure 
Configuration 

重要な機能の運用を支
えるネットワークと
情報システムを安全に
設定することができま
す。 

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

B4.b Secure 
Configuration 

重要な機能の運用を支
えるネットワークと
情報システムを安全に
設定することができま
す。 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.c# Secure 
Management 

セキュリティの確保と
維持を可能にするた
めに、必須機能の運用
をサポートする組織の
ネットワークと情報シ
ステムを管理します。 

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

B4.c# Secure 
Management 

セキュリティの確保と
維持を可能にするた
めに、必須機能の運用
をサポートする組織の
ネットワークと情報シ
ステムを管理します。 

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.c# Secure 
Management 

セキュリティの確保と
維持を可能にするた
めに、必須機能の運用
をサポートする組織の
ネットワークと情報シ
ステムを管理します。 

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

B4.d. Vulnerability 
Management 

ネットワークや情報シ
ステムの既知の脆弱性
を管理し、必須機能に
悪影響が及ばないよう
にする。 

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.d. Vulnerability 
Management 

ネットワークや情報シ
ステムの既知の脆弱性
を管理し、必須機能に
悪影響が及ばないよう
にする。 

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

B4.d. Vulnerability 
Management 

ネットワークや情報シ
ステムの既知の脆弱性
を管理し、必須機能に
悪影響が及ばないよう
にする。 

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.d. Vulnerability 
Management 

ネットワークや情報シ
ステムの既知の脆弱性
を管理し、必須機能に
悪影響が及ばないよう
にする。 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

B4.d. Vulnerability 
Management 

ネットワークや情報シ
ステムの既知の脆弱性
を管理し、必須機能に
悪影響が及ばないよう
にする。 

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B4.d. Vulnerability 
Management 

ネットワークや情報シ
ステムの既知の脆弱性
を管理し、必須機能に
悪影響が及ばないよう
にする。 

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

B5.b Design for 
Resilience 

サイバーセキュリティ
のインシデントに耐
えられるように、重要
な機能を支えるネット
ワークと情報システム
を設計します。システ
ムは適切に分離され、
リソースの制限は緩和
されます。 

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B5.b Design for 
Resilience 

サイバーセキュリティ
のインシデントに耐
えられるように、重要
な機能を支えるネット
ワークと情報システム
を設計します。システ
ムは適切に分離され、
リソースの制限は緩和
されます。 

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

B5.b Design for 
Resilience 

サイバーセキュリティ
のインシデントに耐
えられるように、重要
な機能を支えるネット
ワークと情報システム
を設計します。システ
ムは適切に分離され、
リソースの制限は緩和
されます。 

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B5.c Backups  重要な機能を回復する
ために必要なデータお
よび情報のバックアッ
プを、アクセス可能か
つ安全に保持します。 

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

B5.c Backups  重要な機能を回復する
ために必要なデータお
よび情報のバックアッ
プを、アクセス可能か
つ安全に保持します。 

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B5.c Backups  重要な機能を回復する
ために必要なデータお
よび情報のバックアッ
プを、アクセス可能か
つ安全に保持します。 

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

B5.c Backups  重要な機能を回復する
ために必要なデータお
よび情報のバックアッ
プを、アクセス可能か
つ安全に保持します。 

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B5.c Backups  重要な機能を回復する
ために必要なデータお
よび情報のバックアッ
プを、アクセス可能か
つ安全に保持します。 

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

B5.c Backups  重要な機能を回復する
ために必要なデータお
よび情報のバックアッ
プを、アクセス可能か
つ安全に保持します。 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B5.c Backups  重要な機能を回復する
ために必要なデータお
よび情報のバックアッ
プを、アクセス可能か
つ安全に保持します。 

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

B5.c Backups  重要な機能を回復する
ために必要なデータお
よび情報のバックアッ
プを、アクセス可能か
つ安全に保持します。 

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

B5.c Backups  重要な機能を回復する
ために必要なデータお
よび情報のバックアッ
プを、アクセス可能か
つ安全に保持します。 

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

B5.c Backups  重要な機能を回復する
ために必要なデータお
よび情報のバックアッ
プを、アクセス可能か
つ安全に保持します。 

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

C1.a Monitoring 
Coverage

モニタリングに含める
データソースによっ
て、重要な機能の運用
に影響を及ぼす可能性
のあるセキュリティイ
ベントをタイムリーに
特定することができま
す。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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AWS Config デベロッパーガイド
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に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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C1.b Securing Logs ログデータは安全に保
管し、業務上必要なア
カウントにのみ読み取
り権限を付与します。
従業員は、合意した
保存期間中にログデー
タの修正や削除を行う
必要がないようにしま
す。保存期間の終了後
に削除します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

s3-event-notifications-
enabled

Amazon S3 イベント
通知により、バケット
オブジェクトに対する
偶発的または意図的な
変更について、関連す
る担当者に警告できま
す。アラートの例とし
ては、新しいオブジェ
クトの作成、オブジェ
クトの削除、オブジェ
クトの復元、オブジェ
クトの紛失およびレプ
リケートなどが含まれ
ます。
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C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

C1.c Generating Alerts モニタリングデータに
含まれる潜在的なセ
キュリティインシデン
トの証拠を確実に特定
し、アラートを発しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

C1.d Identifying Security 
Incidents

脅威やシステムに関す
る知識をもとにアラー
トの文脈を整理し、何
らかの対応が必要なセ
キュリティインシデン
トを特定することがで
きます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

C1.d Identifying Security 
Incidents

脅威やシステムに関す
る知識をもとにアラー
トの文脈を整理し、何
らかの対応が必要なセ
キュリティインシデン
トを特定することがで
きます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

C1.e Monitoring Tools 
and Skills

モニタリングスタッフ
のスキル、ツール、
役割は、アウトソーシ
ングされているものも
含め、ガバナンスと報
告要件、予想される脅
威、使用する必要のあ
るネットワークやシス
テムデータの複雑さを
反映したものにする必
要があります。監視ス
タッフは、守るべき本
質的な機能についての
知識を備えています。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

C1.e Monitoring Tools 
and Skills

モニタリングスタッフ
のスキル、ツール、
役割は、アウトソーシ
ングされているものも
含め、ガバナンスと報
告要件、予想される脅
威、使用する必要のあ
るネットワークやシス
テムデータの複雑さを
反映したものにする必
要があります。監視ス
タッフは、守るべき本
質的な機能についての
知識を備えています。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NCSC の「Cyber Assesment Framework」

に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

C1.e Monitoring Tools 
and Skills

モニタリングスタッフ
のスキル、ツール、
役割は、アウトソーシ
ングされているものも
含め、ガバナンスと報
告要件、予想される脅
威、使用する必要のあ
るネットワークやシス
テムデータの複雑さを
反映したものにする必
要があります。監視ス
タッフは、守るべき本
質的な機能についての
知識を備えています。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

C2.a System 
Abnormalities for Attack 
Detection

システム動作の異常の
例を定義することで、
他の方法では特定が困
難な悪意のある活動を
検出する実用的な方法
を提供します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

C2.a System 
Abnormalities for Attack 
Detection

システム動作の異常の
例を定義することで、
他の方法では特定が困
難な悪意のある活動を
検出する実用的な方法
を提供します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
ネットワークおよびコンテンツ配信

サービスの運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

D1.c Testing and 
Exercising

組織は、自分たちの組
織や他の組織に影響を
与えた過去の事件や、
脅威情報とリスクアセ
スメントに基づくシナ
リオを使用して、対応
計画をテストする演習
を実施します。

response-plan-exists-
maintained (Process 
Check)

インシデント対応計画
が確立および維持さ
れ、責任者に配布され
ていることを確認しま
す。正式にドキュメン
ト化された更新済みの
対応計画を用意するこ
とで、対応する担当者
がインシデントの発生
中に従うべき役割、責
任、プロセスを理解す
ることができます。

D1.c Testing and 
Exercising

組織は、自分たちの組
織や他の組織に影響を
与えた過去の事件や、
脅威情報とリスクアセ
スメントに基づくシナ
リオを使用して、対応
計画をテストする演習
を実施します。

response-plan-tested 
(Process Check)

インシデント対応と復
旧計画がテスト済み
であることを確認し
ます。これにより、イ
ンシデント発生時に計
画が有効であるか、
ギャップや更新に対処
する必要があるかどう
かを理解することがで
きます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NCSC Cyber Assesment Framework」で入手
できます。

ネットワークおよびコンテンツ配信サービスの運用の
ベストプラクティス
このパックには、ネットワークおよびコンテンツ配信サービスに基づく AWS Config ルールが含まれて
います。詳細については、「AWS でのネットワークとコンテンツ配信」を参照してください。このコン
フォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラ
メータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加
の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Networking and Content Delivery Services」
で入手できます。

NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NCSC-CAF.yaml
http://aws.amazon.com/products/networking/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Networking-Services.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、NIST の「800-53」と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 
Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の NIST の「800-53」によるコントロールに
関連付けられます。NIST の「800-53」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けること
ができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してくださ
い。

このコンフォーマンスパックは、AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS) によって検証されま
した。SAS は、Payment Card Industry Qualified Security Assessors (QSA)、HITRUST Certified Common 
Security Framework Practitioners (CCSFP)、およびコンプライアンスの専門家からなる、さまざまな業界
のフレームワークにガイダンスと評価を提供することを認定されたチームです。AWSこのコンフォーマン
スパックは、SAS プロフェッショナルによって、お客様が NIST の「800-53」のサブ集合に対応できるよ
う設計されました。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組
織の IAM パスワード
ポリシーに基づいて
発行、管理、検証さ
れます。これらの ID 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
と認証情報は、NIST 
SP 800-63 およびイ
ンターネットセキュ
リティセンター (CIS) 
の AWS Foundations 
Benchmark で規定さ
れているパスワード
強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

6084



AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AC-2 (1) 組織は、情報システム
アカウントの管理をサ
ポートするための自動
化されたメカニズムを
採用します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (3) 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
time period (割り当て: 
組織で定義された期間)] 
の後に非アクティブな
アカウントを自動的に
無効にします。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカウ
ント、通話が発生した
送信元 IP アドレス、通
話のタイミングを特定
できます。キャプチャ
されたデータの詳細
は、AWS CloudTrail レ
コードの内容に表示さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン 
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AC-2 (4) 情報システムは、アカ
ウントの作成、変更、
有効化、無効化、削除
のアクションを自動的
に監査し、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] に通
知します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (12)(a) 組織: a。[Assignment: 
organization-defined 
atypical use (割り当て: 
組織で定義された非定
型の使用)] の情報システ
ムアカウントをモニタ
リングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AC-2 (12)(a) 組織: a。[Assignment: 
organization-defined 
atypical use (割り当て: 
組織で定義された非定
型の使用)] の情報システ
ムアカウントをモニタ
リングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組
織の IAM パスワード
ポリシーに基づいて
発行、管理、検証さ
れます。これらの ID 
と認証情報は、NIST 
SP 800-63 およびイ
ンターネットセキュ
リティセンター (CIS) 
の AWS Foundations 
Benchmark で規定さ
れているパスワード
強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

6093

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (f) 組織: f。[Assignment: 
organization-defined 
procedures or conditions 
(割り当て: 組織で定義さ
れた手順または条件)] に
従って、情報システム
アカウントを作成、有
効化、変更、無効化、
および削除します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認し
ます。代わりにロール
ベースの AWS アカウン
ト を作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカウ
ント、通話が発生した
送信元 IP アドレス、通
話のタイミングを特定
できます。キャプチャ
されたデータの詳細
は、AWS CloudTrail レ
コードの内容に表示さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウント の情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AC-2 (g) 組織: g。情報システム
アカウントの使用をモ
ニタリングします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にするこ
とにより、AWS クラウ
ド内のリソースへのア
クセスを管理します。
ルートユーザーは、最
も権限のある AWS ア
カウント のユーザー
です。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追
加します。ルートユー
ザーに MFA を要求する
ことにより、AWS アカ
ウント が侵害されるイ
ンシデントを減らすこ
とができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-password-policy ID と認証情報は、組
織の IAM パスワード
ポリシーに基づいて
発行、管理、検証さ
れます。これらの ID 
と認証情報は、NIST 
SP 800-63 およびイ
ンターネットセキュ
リティセンター (CIS) 
の AWS Foundations 
Benchmark で規定さ
れているパスワード
強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認し
ます。代わりにロール
ベースの AWS アカウン
ト を作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-2 (j) 組織: j。アカウント管
理要件への準拠につい
て、アカウントを確認
します: [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)]。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認し
ます。代わりにロール
ベースの AWS アカウン
ト を作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-3 情報システムは、適用
されるアクセスコン
トロールポリシーに従
い、情報およびシステ
ムリソースへの論理的
アクセスに対して、承
認された認可を実施し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要
とせず可能にします。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。Amazon VPC 内
に存在するドメイン
は論理的に隔離されて
いるため、パブリック
エンドポイントを使用
するドメインよりも多
くのセキュリティレイ
ヤーが追加されていま
す。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

s3-account-level-public-
access-blocks

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-4 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information flow control 
policies (割り当て: 組
織で定義された情報フ
ローの管理ポリシー)] 
に基づいて、システム
内および相互接続され
たシステム間の情報フ
ローを制御するための
承認された認可を実施
します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-5c 組織: c。職務の分離を
サポートするための情
報システムのアクセス
許可を定義します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

6120
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

s3-account-level-public-
access-blocks

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認し
ます。代わりにロール
ベースの AWS アカウン
ト を作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC-6 組織は、最小特権の原
則を採用し、組織の
ミッションとビジネ
ス機能に従って割り当
てられたタスクを達成
するために必要なユー
ザー (またはユーザーに
代わるプロセス) の認可
されたアクセスのみを
許可します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 (10) 情報システムは、非特
権ユーザーが特権的機
能を実行して、実装さ
れたセキュリティの保
護/対策を無効化、回
避、変更することを防
ぎます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認し
ます。代わりにロール
ベースの AWS アカウン
ト を作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (1) 情報システムは、リ
モートアクセスの方法
をモニタリングおよび
コントロールします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

AC-17 (2) 情報システムは、リ
モートアクセスセッ
ションの機密性と整合
性を保護するための暗
号化メカニズムを実装
します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

AC-17 (3) 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
number (割り当て: 組織
で定義された数)] で管
理されるネットワーク
アクセスコントロール
ポイントを介して、す
べてのリモートアクセ
スをルーティングしま
す。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 (b) 組織: b。ユーザーに
よる情報共有と共同作
業の意思決定を支援す
るため、[Assignment: 
organization-defined 
automated mechanisms 
or manual processes (割
り当て: 組織で定義され
た自動化されたメカニ
ズムまたは手動のプロ
セス)] を採用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウント の情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカウ
ント、通話が発生した
送信元 IP アドレス、通
話のタイミングを特定
できます。キャプチャ
されたデータの詳細
は、AWS CloudTrail レ
コードの内容に表示さ
れます。

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン 
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-2 (a)(d) 組織: a。情報システム
が以下のイベントを監
査可能であることを決
定します: [Assignment: 
organization-defined 
auditable events (割り
当て: 組織で定義され
た監査可能なイベン
ト)]: d。以下のイベン
トを情報システム内で
監査することを決定
します。[Assignment: 
organization-defined 
audited events (the 
subset of the auditable 
events defined in AU-2 a 
(割り当て: 組織で定義さ
れた監査可能なイベン
ト (AU-2 a で定義され
た監査可能なイベント
のサブ集合)]。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウント の情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカウ
ント、通話が発生した
送信元 IP アドレス、通
話のタイミングを特定
できます。キャプチャ
されたデータの詳細
は、AWS CloudTrail レ
コードの内容に表示さ
れます。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン 
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 情報システムは、発生
したイベントのタイ
プ、イベントの発生
日時、イベントの発生
場所、イベントのソー
ス、イベントの結果、
イベントに関連付け
られた個人またはサブ
ジェクトの ID を証明
する情報を含む監査レ
コードを生成します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6 (1)(3) (1) 組織は、疑わしい
アクティビティを調
査し対応するための組
織のプロセスをサポー
トするための監査のレ
ビュー、分析、および
報告のプロセスを統合
する自動化されたメカ
ニズムを採用します。
(3) 組織は、さまざま
なリポジトリ間で監査
レコードを分析し相互
に関連付けて、組織全
体の状況認識を行いま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。

AU-7 (1) 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
audit fields within audit 
records (割り当て: 組
織で定義された監査レ
コード内の監査フィー
ルド)] に基づいて、対
象のイベントの監査レ
コードを処理する機能
を提供します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AU-7 (1) 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
audit fields within audit 
records (割り当て: 組
織で定義された監査レ
コード内の監査フィー
ルド)] に基づいて、対
象のイベントの監査レ
コードを処理する機能
を提供します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-9 情報システムは、監査
情報と監査ツールを不
正アクセス、変更、削
除から保護します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail 証
跡の暗号化を有効にし
て保管中のデータを保
護します。

AU-9 情報システムは、監査
情報と監査ツールを不
正アクセス、変更、削
除から保護します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

AU-9 (2) 情報システムは、監査
対象のシステムやコ
ンポーネントとは物
理的に異なるシステ
ムまたはシステムコ
ンポーネントに、監
査記録 [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] を
バックアップします。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

AU-11 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
time period consistent 
with records retention 
policy (割り当て: 組織で
定義された記録保持の
ポリシーと一致する期
間)] の監査レコードを保
持することで、セキュ
リティインシデントの
事後調査をサポートす
るとともに、規制およ
び組織の情報保持の要
件を満たします。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウント の情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカウ
ント、通話が発生した
送信元 IP アドレス、通
話のタイミングを特定
できます。キャプチャ
されたデータの詳細
は、AWS CloudTrail レ
コードの内容に表示さ
れます。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン 
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 (a)(c) 情報システム: a。AU-2 
a.で定義された監査
可能なイベントにつ
いて、[Assignment: 
organization-defined 
information system 
components] での監査
記録の生成機能を提供
します: c。AU-2 d で定
義されたイベントの監
査レコードを、AU-3 で
定義された内容で作成
します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
およびそれらのモニタ
リングを裏付ける評価
のための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当
て: 組織で定義され
た頻度)] およびそれ
らのモニタリングを
サポートする評価の
ための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当
て: 組織で定義され
た頻度)] およびそれ
らのモニタリングを
サポートする評価の
ための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当
て: 組織で定義され
た頻度)] およびそれ
らのモニタリングを
サポートする評価の
ための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当
て: 組織で定義され
た頻度)] およびそれ
らのモニタリングを
サポートする評価の
ための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 (a)(b) 組織は、継続的なモ
ニタリング戦略を策
定し、以下を含む継
続的なモニタリング
プログラムを実装し
ます。モニタリング
対象の [Assignment: 
organization-defined 
metrics (割り当て: 
組織で定義されたメ
トリクス)] の設定。
モニタリングのた
めの [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当
て: 組織で定義され
た頻度)] およびそれ
らのモニタリングを
サポートする評価の
ための [Assignment: 
organization-defined 
frequencies (割り当て: 
組織で定義された頻度)] 
の確立。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM-2 組織は、情報システム
の現在のベースライ
ンの設定を開発し、
ドキュメント化し、設
定を管理して維持しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールにより、複
数の設定が有効になっ
ていることをチェック
することで、AWS が推
奨する AWS CloudTrail 
のセキュリティのベ
ストプラクティスが
使用されるようにな
ります。これには、
ログ暗号化およびログ
検証の使用と、複数の
リージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含
まれます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-7 (a) 組織: a。重要な機能の
みを提供するように情
報システムを設定しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM-7 (a) 組織: a。重要な機能の
みを提供するように情
報システムを設定しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-8 (1) 組織は、コンポーネン
トのインストール、削
除、および情報システ
ムの更新において不可
欠な部分である情報シ
ステムコンポーネント
のインベントリを更新
します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM-8 (3)(a) 組織: a。自動化
されたメカニズ
ム [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] 
を採用して、情報シス
テム内に存在する未許
可のハードウェア、ソ
フトウェア、ファーム
ウェアコンポーネント
を検出します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-8 (3)(a) 組織: a。自動化
されたメカニズ
ム [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] 
を採用して、情報シス
テム内に存在する未許
可のハードウェア、ソ
フトウェア、ファーム
ウェアコンポーネント
を検出します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-8 (3)(a) 組織: a。自動化
されたメカニズ
ム [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] 
を採用して、情報シス
テム内に存在する未許
可のハードウェア、ソ
フトウェア、ファーム
ウェアコンポーネント
を検出します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CP-9 (b) 組織: b。情報シス
テムの [Assignment: 
organization-defined 
frequency consistent 
with recovery time 
and recovery point 
objectives] に含まれる
システムレベルの情報
のバックアップを実行
します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 (b) 組織: b。情報シス
テムの [Assignment: 
organization-defined 
frequency consistent 
with recovery time 
and recovery point 
objectives] に含まれる
システムレベルの情報
のバックアップを実行
します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CP-9 (b) 組織: b。情報シス
テムの [Assignment: 
organization-defined 
frequency consistent 
with recovery time 
and recovery point 
objectives] に含まれる
システムレベルの情報
のバックアップを実行
します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CP-9 (b) 組織: b。情報シス
テムの [Assignment: 
organization-defined 
frequency consistent 
with recovery time 
and recovery point 
objectives] に含まれる
システムレベルの情報
のバックアップを実行
します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 (b) 組織: b。情報シス
テムの [Assignment: 
organization-defined 
frequency consistent 
with recovery time 
and recovery point 
objectives] に含まれる
システムレベルの情報
のバックアップを実行
します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 (b) 組織: b。情報シス
テムの [Assignment: 
organization-defined 
frequency consistent 
with recovery time 
and recovery point 
objectives] に含まれる
システムレベルの情報
のバックアップを実行
します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 (b) 組織: b。情報シス
テムの [Assignment: 
organization-defined 
frequency consistent 
with recovery time 
and recovery point 
objectives] に含まれる
システムレベルの情報
のバックアップを実行
します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 (b) 組織: b。情報シス
テムの [Assignment: 
organization-defined 
frequency consistent 
with recovery time 
and recovery point 
objectives] に含まれる
システムレベルの情報
のバックアップを実行
します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CP-10 組織は、中断、侵害、
障害の発生後、情報シ
ステムを既知の状態に
復旧し再構成します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 情報システムは、組織
のユーザー (または組
織のユーザーに代わっ
て実行するプロセス) を
一意に識別し認証しま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組
織の IAM パスワード
ポリシーに基づいて
発行、管理、検証さ
れます。これらの ID 
と認証情報は、NIST 
SP 800-63 およびイ
ンターネットセキュ
リティセンター (CIS) 
の AWS Foundations 
Benchmark で規定さ
れているパスワード
強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2(1)(11) (1) 情報システムは、
権限のあるアカウン
トへのネットワーク
アクセスのための多要
素認証を実装します。
(11) 情報システムに
は、特権アカウント
と非特権アカウント
へのリモートアクセス
のための多要素認証を
実装します。その際、
要素の 1 つはアクセ
スを取得するシステ
ムとは別のデバイスに
よって提供され、その
装置が [Assignment: 
organization-defined 
strength of mechanism 
requirement] を満たすよ
うにします。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、最も権限
のある AWS アカウント 
のユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウント が侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

IA-2(1)(11) (1) 情報システムは、
権限のあるアカウン
トへのネットワーク
アクセスのための多要
素認証を実装します。
(11) 情報システムに
は、特権アカウント
と非特権アカウント
へのリモートアクセス
のための多要素認証を
実装します。その際、
要素の 1 つはアクセ
スを取得するシステ
ムとは別のデバイスに
よって提供され、その
装置が [Assignment: 
organization-defined 
strength of mechanism 
requirement] を満たすよ
うにします。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にするこ
とにより、AWS クラウ
ド内のリソースへのア
クセスを管理します。
ルートユーザーは、最
も権限のある AWS ア
カウント のユーザー
です。MFA は、ユー
ザー名とパスワードに 
1 つの保護レイヤーを追
加します。ルートユー
ザーに MFA を要求する
ことにより、AWS アカ
ウント が侵害されるイ
ンシデントを減らすこ
とができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2(1)(2)(11) (1) 情報システムは、
権限のあるアカウント
へのネットワークアク
セスのための多要素認
証を実装します。(2) 
情報システムは、非特
権アカウントへのネッ
トワークアクセスのた
めの多要素認証を実装
します。(11) 情報シ
ステムには、特権アカ
ウントと非特権アカウ
ントへのリモートアク
セスのための多要素認
証を実装します。その
際、要素の 1 つはア
クセスを取得するシス
テムとは別のデバイス
によって提供され、そ
の装置が [Assignment: 
organization-defined 
strength of mechanism 
requirement] を満たすよ
うにします。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA-2(1)(2)(11) (1) 情報システムは、
権限のあるアカウント
へのネットワークアク
セスのための多要素認
証を実装します。(2) 
情報システムは、非特
権アカウントへのネッ
トワークアクセスのた
めの多要素認証を実装
します。(11) 情報シ
ステムには、特権アカ
ウントと非特権アカウ
ントへのリモートアク
セスのための多要素認
証を実装します。その
際、要素の 1 つはア
クセスを取得するシス
テムとは別のデバイス
によって提供され、そ
の装置が [Assignment: 
organization-defined 
strength of mechanism 
requirement] を満たすよ
うにします。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5 (1)(a)(d)(e) パスワードベースの認
証のための情報シス
テム: a。[Assignment: 
organization-defined 
requirements for case 
sensitivity, number 
of characters, mix of 
upper-case letters, 
lower-case letters, 
numbers, and special 
characters, including 
minimum requirements 
for each type (割り当
て: 組織で定義された大
文字と小文字の区別、
文字数、大文字、小文
字、数字、特殊文字の
組み合わせに関する、
各タイプの最小要件を
含む要件)] のパスワード
の複雑さを最小限に抑
えます: d。[Assignment: 
organization- defined 
numbers for lifetime 
minimum, lifetime 
maximum (割り当て: 組
織で定義されたライフ
タイムの最小および最
大の数値)] のパスワー
ドの最小および最大有
効期間の制限を適用し
ます: e。[Assignment: 
organization-defined 
number (割り当て: 組織
で定義された数)] 世代の
パスワードの再利用を
禁止します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組
織の IAM パスワード
ポリシーに基づいて
発行、管理、検証さ
れます。これらの ID 
と認証情報は、NIST 
SP 800-63 およびイ
ンターネットセキュ
リティセンター (CIS) 
の AWS Foundations 
Benchmark で規定さ
れているパスワード
強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5 (4) 組織は、自動化された
ツールを使用して、
パスワード認証シス
テムに [Assignment: 
organization-defined 
requirements (割り当て: 
組織で定義された要件)] 
を満たす十分な強度が
あるかどうかを判断し
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組
織の IAM パスワード
ポリシーに基づいて
発行、管理、検証さ
れます。これらの ID 
と認証情報は、NIST 
SP 800-63 およびイ
ンターネットセキュ
リティセンター (CIS) 
の AWS Foundations 
Benchmark で規定さ
れているパスワード
強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5 (7) 組織は、暗号化されて
いない静的オーセン
ティケーターが、ア
プリケーションやアク
セススクリプトに埋め
込まれたり、ファンク
ションキーに割り当て
られたりしていないこ
とを確認します。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

IR-4 (1) 組織は、インシデント
対応プロセスをサポー
トするための自動化さ
れたメカニズムを採用
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-4 (1) 組織は、インシデント
対応プロセスをサポー
トするための自動化さ
れたメカニズムを採用
します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

IR-6 (1) 組織は、セキュリティ
インシデントの報告を
サポートするための自
動化されたメカニズム
を採用します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-7 (1) 組織は、インシデント
対応に関連する情報お
よびサポートの可用性
を高めるための自動化
されたメカニズムを採
用します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RA-5 組織: a。情報シス
テムおよびホストさ
れているアプリケー
ションの脆弱性をス
キャンし [Assignment: 
organization-defined 
frequency and/or 
randomly in accordance 
with organization-
defined process (割り
当て: 組織で定義され
た頻度および/またはプ
ロセスに従ったランダ
ムな頻度)]、システム/
アプリケーションに影
響を与える可能性のあ
る新たな脆弱性が特定
され、報告された場合
にもスキャンします: 
b。ツール間の相互運
用性を促進し、脆弱性
管理プロセスの一部を
自動化するために、以
下の標準を使用した脆
弱性スキャンツールお
よびテクノロジーを採
用します: 1。プラット
フォーム、ソフトウェ
アの欠陥、不適切な構
成を列挙します: 2。
チェックリストとテ
スト手順のフォーマッ
ト: および 3。脆弱性
による影響の測定: c。
脆弱性スキャンレポー
トとセキュリティコン
トロール評価の結果を
分析します: d。リス
クの組織的評価に従っ
て、正当な脆弱性を修
正します: [Assignment: 
organization-defined 
response times (割り
当て: 組織で定義さ
れた応答時間)]: およ
び e。脆弱性スキャ
ンプロセスおよびセ
キュリティコントロー
ル評価から取得した
情報を [Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] と共
有し、他の情報システ

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ムにおける同様の脆弱
性 (システム的な弱点や
欠陥) を排除します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RA-5 組織: a。情報シス
テムおよびホストさ
れているアプリケー
ションの脆弱性をス
キャンし [Assignment: 
organization-defined 
frequency and/or 
randomly in accordance 
with organization-
defined process (割り
当て: 組織で定義され
た頻度および/またはプ
ロセスに従ったランダ
ムな頻度)]、システム/
アプリケーションに影
響を与える可能性のあ
る新たな脆弱性が特定
され、報告された場合
にもスキャンします: 
b。ツール間の相互運
用性を促進し、脆弱性
管理プロセスの一部を
自動化するために、以
下の標準を使用した脆
弱性スキャンツールお
よびテクノロジーを採
用します: 1。プラット
フォーム、ソフトウェ
アの欠陥、不適切な構
成を列挙します: 2。
チェックリストとテ
スト手順のフォーマッ
ト: および 3。脆弱性
による影響の測定: c。
脆弱性スキャンレポー
トとセキュリティコン
トロール評価の結果を
分析します: d。リス
クの組織的評価に従っ
て、正当な脆弱性を修
正します: [Assignment: 
organization-defined 
response times (割り
当て: 組織で定義さ
れた応答時間)]: およ
び e。脆弱性スキャ
ンプロセスおよびセ
キュリティコントロー
ル評価から取得した
情報を [Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割り
当て: 組織で定義された
人員またはロール)] と共
有し、他の情報システ

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ムにおける同様の脆弱
性 (システム的な弱点や
欠陥) を排除します。

SA-3 (a) 組織: a。情報セキュリ
ティの考慮事項が組み
込まれた [Assignment: 
organization-defined 
system development life 
cycle (割り当て: 組織で
定義されたシステム開
発のライフサイクル)] を
使用して、情報システ
ムを管理します。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

SA-3 (a) 組織: a。情報セキュリ
ティの考慮事項が組み
込まれた [Assignment: 
organization-defined 
system development life 
cycle (割り当て: 組織で
定義されたシステム開
発のライフサイクル)] を
使用して、情報システ
ムを管理します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-3 (a) 組織: a。情報セキュリ
ティの考慮事項が組み
込まれた [Assignment: 
organization-defined 
system development life 
cycle (割り当て: 組織で
定義されたシステム開
発のライフサイクル)] を
使用して、情報システ
ムを管理します。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-10 組織は、情報システ
ム、システムコンポー
ネント、情報システ
ムサービスのデベロッ
パーに以下を要求しま
す: a。システム、コ
ンポーネント、または
サービスの実行中に設
定管理を行います [選
択 ( 1 つまたは複数): 
design; development; 
implementation; 
operation]: b。
[Assignment: 
organization-defined 
configuration items 
under configuration 
management (割り当
て: 組織で定義された
設定管理における設
定項目)] への変更の整
合性をドキュメント化
し、管理および制御す
る: c。システム、コン
ポーネント、サービス
には組織が承認した変
更のみを実装する: d。
システム、コンポーネ
ント、サービスに対す
る承認された変更と、
それらの変更による
潜在的なセキュリティ
への影響をドキュメン
ト化する: および e。
システム、コンポー
ネント、サービス内
のセキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-10 組織は、情報システ
ム、システムコンポー
ネント、情報システ
ムサービスのデベロッ
パーに以下を要求しま
す: a。システム、コ
ンポーネント、または
サービスの実行中に設
定管理を行います [選
択 ( 1 つまたは複数): 
design; development; 
implementation; 
operation]: b。
[Assignment: 
organization-defined 
configuration items 
under configuration 
management (割り当
て: 組織で定義された
設定管理における設
定項目)] への変更の整
合性をドキュメント化
し、管理および制御す
る: c。システム、コン
ポーネント、サービス
には組織が承認した変
更のみを実装する: d。
システム、コンポーネ
ント、サービスに対す
る承認された変更と、
それらの変更による
潜在的なセキュリティ
への影響をドキュメン
ト化する: および e。
システム、コンポー
ネント、サービス内
のセキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-10 組織は、情報システ
ム、システムコンポー
ネント、情報システ
ムサービスのデベロッ
パーに以下を要求しま
す: a。システム、コ
ンポーネント、または
サービスの実行中に設
定管理を行います [選
択 ( 1 つまたは複数): 
design; development; 
implementation; 
operation]: b。
[Assignment: 
organization-defined 
configuration items 
under configuration 
management (割り当
て: 組織で定義された
設定管理における設
定項目)] への変更の整
合性をドキュメント化
し、管理および制御す
る: c。システム、コン
ポーネント、サービス
には組織が承認した変
更のみを実装する: d。
システム、コンポーネ
ント、サービスに対す
る承認された変更と、
それらの変更による
潜在的なセキュリティ
への影響をドキュメン
ト化する: および e。
システム、コンポー
ネント、サービス内
のセキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-10 組織は、情報システ
ム、システムコンポー
ネント、情報システ
ムサービスのデベロッ
パーに以下を要求しま
す: a。システム、コ
ンポーネント、または
サービスの実行中に設
定管理を行います [選
択 ( 1 つまたは複数): 
design; development; 
implementation; 
operation]: b。
[Assignment: 
organization-defined 
configuration items 
under configuration 
management (割り当
て: 組織で定義された
設定管理における設
定項目)] への変更の整
合性をドキュメント化
し、管理および制御す
る: c。システム、コン
ポーネント、サービス
には組織が承認した変
更のみを実装する: d。
システム、コンポーネ
ント、サービスに対す
る承認された変更と、
それらの変更による
潜在的なセキュリティ
への影響をドキュメン
ト化する: および e。
システム、コンポー
ネント、サービス内
のセキュリティの欠陥
の解決状況を追跡し、
結果を [Assignment: 
organization-defined 
personnel (割り当て: 組
織で定義される担当者)] 
に報告します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-2 情報システムは、ユー
ザー機能 (ユーザーイン
ターフェイスサービス
を含む) を情報システム
の管理機能から分離し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

SC-2 情報システムは、ユー
ザー機能 (ユーザーイン
ターフェイスサービス
を含む) を情報システム
の管理機能から分離し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

SC-4 情報システムは、共有
システムリソースを
介した不正で意図しな
い情報転送を防止しま
す。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

6188

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
security safeguards (割
り当て: 組織で定義さ
れたセキュリティの
安全対策)] を採用する
ことで、以下のタイ
プのサービス拒否攻
撃の影響保護し、ま
たはその影響を制限
します。[Assignment: 
organization-defined 
types of denial of 
service attacks or 
references to sources 
for such information (割
り当て: 組織で定義され
たタイプのサービス拒
否攻撃またはそれらの
情報のソースの参照]。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6193
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要
とせず可能にします。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。Amazon VPC 内
に存在するドメイン
は論理的に隔離されて
いるため、パブリック
エンドポイントを使用
するドメインよりも多
くのセキュリティレイ
ヤーが追加されていま
す。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 情報システム: a。シス
テムの外部境界および
システム内の主要な内
部境界での通信をモニ
タリングおよびコント
ロールします: b 組織
内のネットワークから
分離された [Selection: 
physically; logically] で
パブリックにアクセ
ス可能なシステムコン
ポーネントのためのサ
ブネットワークを採用
します: および c。外部
のネットワークや情報
システムへの接続は、
組織のセキュリティ
アーキテクチャに従っ
て配置された境界保護
装置で構成される管理
されたインターフェイ
スを通じてのみ行いま
す。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要
とせず可能にします。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。Amazon VPC 内
に存在するドメイン
は論理的に隔離されて
いるため、パブリック
エンドポイントを使用
するドメインよりも多
くのセキュリティレイ
ヤーが追加されていま
す。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

6209

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

6210

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

6211

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

6212

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

6213

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

6214

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

SC-7 (3) 組織は、情報システム
への外部ネットワー
ク接続の数を制限しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-8 情報システムは、転
送される情報の [選
択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity] 
を保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 情報システムは、転
送される情報の [選
択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity] 
を保護します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-8 情報システムは、転
送される情報の [選
択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity] 
を保護します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-8 情報システムは、転
送される情報の [選
択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity] 
を保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-8 情報システムは、転
送される情報の [選
択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity] 
を保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 情報システムは、転
送される情報の [選
択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity] 
を保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-8 情報システムは、転
送される情報の [選
択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity] 
を保護します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-8 (1) 情報システムで
は、[Assignment: 
organization-defined 
alternative physical 
safeguards (割り当て: 
組織で定義された代
替の物理的な安全対
策)] によって保護され
ている場合を除き、
転送中の [選択 ( 1 つ
または複数): prevent 
unauthorized disclosure 
of information; detect 
changes to information 
(選択 (1 つ以上): 情報の
不正開示の防止、情報
の変更の検出)] のための
暗号メカニズムを実装
します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-12 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
requirements for key 
generation, distribution, 
storage, access, and 
destruction] に従って、
情報システム内で使用
される必要な暗号化の
暗号化キーを確立およ
び管理します。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-12 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
requirements for key 
generation, distribution, 
storage, access, and 
destruction] に従って、
情報システム内で使用
される必要な暗号化の
暗号化キーを確立およ
び管理します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

SC-12 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
requirements for key 
generation, distribution, 
storage, access, and 
destruction] に従って、
情報システム内で使用
される必要な暗号化の
暗号化キーを確立およ
び管理します。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail 証
跡の暗号化を有効にし
て保管中のデータを保
護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、[Assignment: 
organization-defined 
cryptographic uses and 
type of cryptography 
required for each use 
(割り当て: 組織で定義さ
れた暗号化の使用と、
各用途に必要な暗号化
のタイプ)] を実装しま
す。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-13 情報システムは、適
用される連邦法、大
統領令、指令、ポリ
シー、規制、標準に
従って、FIPS で検証さ
れた、または NSA で承
認された暗号化を実装
します。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-23 情報システムは、通信
セッションの信頼性を
保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-23 情報システムは、通信
セッションの信頼性を
保護します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-23 情報システムは、通信
セッションの信頼性を
保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail 証
跡の暗号化を有効にし
て保管中のデータを保
護します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

6231

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
information at rest (割
り当て: 組織で定義さ
れた保管時の情報)] の 
[選択 ( 1 つまたは複数): 
confidentiality; integrity 
(選択 (1 つ以上): 機密
性、完全性)] を保護しま
す。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

6232

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-36 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
processing and storage 
(割り当て: 組織で定義さ
れた処理とストレージ)] 
を、複数の物理的な場
所に配布します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

SC-36 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
processing and storage 
(割り当て: 組織で定義さ
れた処理とストレージ)] 
を、複数の物理的な場
所に配布します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2 (2) 組織は、自動化
されたメカニズ
ム [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] を
使用して、情報システ
ムコンポーネントでの
欠陥の修正に関する状
態を判断します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

SI-2 (2) 組織は、自動化
されたメカニズ
ム [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] を
使用して、情報システ
ムコンポーネントでの
欠陥の修正に関する状
態を判断します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2 (2) 組織は、自動化
されたメカニズ
ム [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] を
使用して、情報システ
ムコンポーネントでの
欠陥の修正に関する状
態を判断します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI-4 (1) 組織は、個々の侵入検
知ツールを情報システ
ム全体の侵入検知シス
テムに接続し、設定し
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。

SI-4 (2) 組織は、ほぼリアルタ
イムのイベント分析を
サポートするための自
動化されたツールを採
用します。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

SI-4 (4) 情報システムは、異常
なまたは許可されて
いない活動または状
態について、インバ
ウンドおよびアウト
バウンドの通信トラ
フィック [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] を
モニタリングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (4) 情報システムは、異常
なまたは許可されて
いない活動または状
態について、インバ
ウンドおよびアウト
バウンドの通信トラ
フィック [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] を
モニタリングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI-4 (4) 情報システムは、異常
なまたは許可されて
いない活動または状
態について、インバ
ウンドおよびアウト
バウンドの通信トラ
フィック [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] を
モニタリングします。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (4) 情報システムは、異常
なまたは許可されて
いない活動または状
態について、インバ
ウンドおよびアウト
バウンドの通信トラ
フィック [Assignment: 
organization-defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] を
モニタリングします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。

SI-4 (5) 情報システムは、以下
の侵害または潜在的
な侵害の兆候が発生し
た場合、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割
り当て: 組織で定義さ
れた人員またはロー
ル)] に [Assignment: 
organization- defined 
compromise indicators 
(割り当て: 組織で定義
された妥協の指標)] のア
ラートを送信します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI-4 (5) 情報システムは、以下
の侵害または潜在的
な侵害の兆候が発生し
た場合、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割
り当て: 組織で定義さ
れた人員またはロー
ル)] に [Assignment: 
organization- defined 
compromise indicators 
(割り当て: 組織で定義
された妥協の指標)] のア
ラートを送信します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (5) 情報システムは、以下
の侵害または潜在的
な侵害の兆候が発生し
た場合、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割
り当て: 組織で定義さ
れた人員またはロー
ル)] に [Assignment: 
organization- defined 
compromise indicators 
(割り当て: 組織で定義
された妥協の指標)] のア
ラートを送信します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI-4 (5) 情報システムは、以下
の侵害または潜在的
な侵害の兆候が発生し
た場合、[Assignment: 
organization-defined 
personnel or roles (割
り当て: 組織で定義さ
れた人員またはロー
ル)] に [Assignment: 
organization- defined 
compromise indicators 
(割り当て: 組織で定義
された妥協の指標)] のア
ラートを送信します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。

SI-4 (16) 組織は、情報システム
全体で採用されている
モニタリングツールか
らの情報を相関させま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (16) 組織は、情報システム
全体で採用されている
モニタリングツールか
らの情報を相関させま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail のデータを含
めることで、AWS アカ
ウント の API コールの
アクティビティの詳細
がわかります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (a)(b)(c) 組織: a。情報システ
ムをモニタリングし
て、以下を検出しま
す: 1。[Assignment: 
organization- defined 
monitoring objectives] に
準拠した攻撃と潜在的
な攻撃の指標:　2。未
許可のローカル、ネッ
トワーク、リモート
接続: b。[Assignment: 
organization- defined 
techniques and methods 
(割り当て: 組織で定義
された技術と方法] を通
じて、情報システムの
不正使用を特定します: 
c。モニタリング装置の
デプロイ: (i) 組織が決定
した重要な情報を収集
するため、情報システ
ム内に戦略的にデプロ
イし、(ii) 組織が関心を
持つ特定のタイプのト
ランザクションを追跡
するため、システム内
のアドホックな場所に
デプロイします。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

SI-7 組織は、[Assignment: 
organization-defined 
software, firmware, and 
information (割り当て: 
組織で定義されたソ
フトウェア、ファーム
ウェア、情報)] に対する
不正な変更を検出する
ための整合性検証ツー
ルを採用します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail ログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7 (1) 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
software, firmware, 
and information 割り
当て: 組織で定義さ
れたソフトウェア、
ファームウェア、情
報)] と [Assignment: 
organization-defined 
transitional states 
or security-relevant 
events (割り当て: 組
織で定義された移行
ステータスまたはセ
キュリティ関連イベ
ント)]、[Assignment: 
organization- defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] で
の [選択 ( 1 つまたは複
数): at startup (選択 (1 
つ以上): 起動時)] との整
合性のチェックを行い
ます。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

SI-7 (1) 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
software, firmware, 
and information 割り
当て: 組織で定義さ
れたソフトウェア、
ファームウェア、情
報)] と [Assignment: 
organization-defined 
transitional states 
or security-relevant 
events (割り当て: 組
織で定義された移行
ステータスまたはセ
キュリティ関連イベ
ント)]、[Assignment: 
organization- defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] で
の [選択 ( 1 つまたは複
数): at startup (選択 (1 
つ以上): 起動時)] との整
合性のチェックを行い
ます。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7 (1) 情報システム
は、[Assignment: 
organization-defined 
software, firmware, 
and information 割り
当て: 組織で定義さ
れたソフトウェア、
ファームウェア、情
報)] と [Assignment: 
organization-defined 
transitional states 
or security-relevant 
events (割り当て: 組
織で定義された移行
ステータスまたはセ
キュリティ関連イベ
ント)]、[Assignment: 
organization- defined 
frequency (割り当て: 組
織で定義された頻度)] で
の [選択 ( 1 つまたは複
数): at startup (選択 (1 
つ以上): 起動時)] との整
合性のチェックを行い
ます。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail ログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

6250

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 4」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 組織は、適用される連
邦法、大統領令、指
令、ポリシー、規制、
基準、運用要件に従っ
て、情報システム内の
情報およびシステムか
ら出力される情報を処
理および保持します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NIST 800-53 rev 4」で入手できます。

NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、NIST の「800-53」と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 
Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の NIST の「800-53」によるコントロールに
関連付けられます。NIST の「800-53」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けること
ができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してくださ
い。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NIST-800-53-rev-4.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

6257

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

6258

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

6259

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

6260

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

6261

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC-2 (1) アカウント管理 | 自動シ
ステムのアカウント管
理

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

6262

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (3) アカウント管理 | アカウ
ントを無効にする

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

6263

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (3) アカウント管理 | アカウ
ントを無効にする

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

6264

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (3) アカウント管理 | アカウ
ントを無効にする

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-2 (4) アカウント管理 | 自動監
査アクション

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

6265

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (4) アカウント管理 | 自動監
査アクション

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC-2 (4) アカウント管理 | 自動監
査アクション

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

AC-2 (4) アカウント管理 | 自動監
査アクション

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

6266

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (4) アカウント管理 | 自動監
査アクション

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AC-2 (4) アカウント管理 | 自動監
査アクション

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AC-2 (4) アカウント管理 | 自動監
査アクション

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

6267

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 (4) アカウント管理 | 自動監
査アクション

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AC-2 (4) アカウント管理 | 自動監
査アクション

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

6268

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2(12) アカウント管理 | 非定型
使用のアカウントモニ
タリング

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AC-2 アカウント管理 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC-2 アカウント管理 iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウント管理 iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウント管理 iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-2 アカウント管理 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-2 アカウント管理 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC-2 アカウント管理 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

6276

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

6277

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

6278

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

6279

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(7) アクセス権の実施 | ロー
ルベースのアクセス制
御

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

6290

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

6291

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

6292

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

6293

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

6294

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

AC-3(15) アクセス権の実施 | 任意
および強制的なアクセ
ス制御

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

AC-3 アクセスの実施 autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

6295

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC-3 アクセスの実施 ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

AC-3 アクセスの実施 ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

AC-3 アクセスの実施 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC-3 アクセスの実施 iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

6297

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC-3 アクセスの実施 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 アクセスの実施 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

6298

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC-3 アクセスの実施 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-3 アクセスの実施 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

6299

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

6300

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-3 アクセスの実施 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

6301

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC-3 アクセスの実施 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-3 アクセスの実施 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

6302

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC-3 アクセスの実施 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

6303

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 アクセスの実施 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-3 アクセスの実施 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

6304

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-3 アクセスの実施 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

6305

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-3 アクセスの実施 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-3 アクセスの実施 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

6306

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-3 アクセスの実施 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

6307

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

6308

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

6309

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

6310

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

6311

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

6315

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(21) 情報フローの適用 | 情報
フローの物理的/論理的
分離

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

6322

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AC-4(26) 情報フローの実施 | 監
査フィルタリングアク
ション

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC-4 情報フローの実施 elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

AC-4 情報フローの実施 elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

AC-4 情報フローの実施 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

6325

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

AC-4 情報フローの実施 opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

AC-4 情報フローの実施 opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

AC-4 情報フローの実施 ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC-4 情報フローの実施 alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

AC-4 情報フローの実施 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-4 情報フローの実施 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-4 情報フローの実施 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

6328

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-4 情報フローの実施 elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

AC-4 情報フローの実施 elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

6329

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-4 情報フローの実施 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC-4 情報フローの実施 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

6330

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

AC-4 情報フローの実施 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC-4 情報フローの実施 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC-4 情報フローの実施 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AC-4 情報フローの実施 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-4 情報フローの実施 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

6333

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-4 情報フローの実施 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-4 情報フローの実施 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

AC-4 情報フローの実施 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

6334

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC-4 情報フローの実施 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

6335

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-4 情報フローの実施 vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

AC-5 職務の分離 ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

AC-5 職務の分離 ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

6336

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-5 職務の分離 iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-5 職務の分離 iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

6337

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-5 職務の分離 iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-5 職務の分離 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

6338

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6(2) 最小特権 | 非セキュリ
ティ機能に対する非特
権アクセス

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-6(2) 最小特権 | 非セキュリ
ティ機能に対する非特
権アクセス

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-6(2) 最小特権 | 非セキュリ
ティ機能に対する非特
権アクセス

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

6339

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6(3) 最小特権 | 特権コマンド
へのネットワークアク
セス

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

AC-6(3) 最小特権 | 特権コマンド
へのネットワークアク
セス

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

6340

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6(3) 最小特権 | 特権コマンド
へのネットワークアク
セス

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

6341

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6(3) 最小特権 | 特権コマンド
へのネットワークアク
セス

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-6(3) 最小特権 | 特権コマンド
へのネットワークアク
セス

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

6342

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6(3) 最小特権 | 特権コマンド
へのネットワークアク
セス

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

AC-6(9) 最小特権 | 特権を持つ機
能の使用についてのロ
グ

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

6343

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6(9) 最小特権 | 特権を持つ機
能の使用についてのロ
グ

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AC-6(9) 最小特権 | 特権を持つ機
能の使用についてのロ
グ

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

AC-6(9) 最小特権 | 特権を持つ機
能の使用についてのロ
グ

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

6344

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6(9) 最小特権 | 特権を持つ機
能の使用についてのロ
グ

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AC-6(9) 最小特権 | 特権を持つ機
能の使用についてのロ
グ

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AC-6(9) 最小特権 | 特権を持つ機
能の使用についてのロ
グ

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

6345

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6(9) 最小特権 | 特権を持つ機
能の使用についてのロ
グ

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AC-6(9) 最小特権 | 特権を持つ機
能の使用についてのロ
グ

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

6346

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 (10) 最小特権 | 非特権ユー
ザーによる特権関数の
実行の禁止

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-6 (10) 最小特権 | 非特権ユー
ザーによる特権関数の
実行の禁止

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-6 (10) 最小特権 | 非特権ユー
ザーによる特権関数の
実行の禁止

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

6347

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC-6 最小特権 ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

AC-6 最小特権 ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

6348

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

AC-6 最小特権 ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

AC-6 最小特権 iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

6349

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

AC-6 最小特権 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

AC-6 最小特権 ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

6350

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-6 最小特権 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

AC-6 最小特権 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

6351

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-6 最小特権 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

6352

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

6353

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

AC-6 最小特権 iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

6354

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

AC-6 最小特権 iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

6355

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

AC-6 最小特権 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

6356

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

AC-6 最小特権 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

6357

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC-6 最小特権 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-6 最小特権 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

6358

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

AC-6 最小特権 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

6359

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-6 最小特権 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-6 最小特権 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

6360

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-6 最小特権 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AC-17 (2) リモートアクセス | 暗号
化による機密性と整合
性の保護

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

AC-17 (2) リモートアクセス | 暗号
化による機密性と整合
性の保護

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

AC-17 (2) リモートアクセス | 暗号
化による機密性と整合
性の保護

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

6361

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-17 (2) リモートアクセス | 暗号
化による機密性と整合
性の保護

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AC-17 (2) リモートアクセス | 暗号
化による機密性と整合
性の保護

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

AC-17 (2) リモートアクセス | 暗号
化による機密性と整合
性の保護

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

AC-17 (2) リモートアクセス | 暗号
化による機密性と整合
性の保護

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6362

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 情報共有 autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

AC-21 情報共有 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

6363

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 情報共有 ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

AC-21 情報共有 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

AC-21 情報共有 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

6364

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 情報共有 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

AC-21 情報共有 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

AC-21 情報共有 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

6365

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 情報共有 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

AC-21 情報共有 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 情報共有 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

AC-21 情報共有 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

AC-21 情報共有 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 情報共有 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

AC-21 情報共有 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 情報共有 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

AC-21 情報共有 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-21 情報共有 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

AC-21 情報共有 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AC-21 情報共有 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

AU-2 イベントログ elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 イベントログ multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-2 イベントログ opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

AU-2 イベントログ rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 イベントログ wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-2 イベントログ api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-2 イベントログ cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

6372

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 イベントログ cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-2 イベントログ cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU-2 イベントログ elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 イベントログ redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AU-2 イベントログ s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-2 イベントログ vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-3 監査記録の内容 elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 監査記録の内容 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-3 監査記録の内容 opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 監査記録の内容 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-3 監査記録の内容 api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-3 監査記録の内容 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

6377

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 監査記録の内容 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-3 監査記録の内容 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU-3 監査記録の内容 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

6378

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 監査記録の内容 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AU-3 監査記録の内容 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

6379

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-3 監査記録の内容 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU-3 監査記録の内容 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-6(1) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 自動
プロセスの統合

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

6380

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(1) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 自動
プロセスの統合

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

AU-6(1) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 自動
プロセスの統合

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

6381

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(1) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 自動
プロセスの統合

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

6382

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

6383

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

6384

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

6385

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

6386

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU-6(3) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録リポジトリの相互
関連付け

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

6387

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

6388

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

6389

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

6390

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

6391

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

6392

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(4) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 集約
型レビューと分析

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

AU-6(5) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録の統合分析

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU-6(5) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録の統合分析

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

6393

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-6(5) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録の統合分析

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

AU-6(5) 監査記録のレビュー、
分析、および報告 | 監査
記録の統合分析

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

6394

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-7 (1) 監査の削減と報告の生
成 | 自動処理

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU-9 (2) 監査情報の保護 | 分離さ
れた物理システムまた
はコンポーネントに保
存

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

AU-9 (2) 監査情報の保護 | 分離さ
れた物理システムまた
はコンポーネントに保
存

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

6395

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-9 (2) 監査情報の保護 | 分離さ
れた物理システムまた
はコンポーネントに保
存

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

AU-9(7) 監査情報の保護 | さまざ
まなオペレーティング
システムのコンポーネ
ントに保存

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU-9 監査情報の保護 s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6396

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-9 監査情報の保護 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-9 監査情報の保護 cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

AU-9 監査情報の保護 cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

6397

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-9 監査情報の保護 s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

AU-10 非否認 elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

AU-10 非否認 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

6398

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-10 非否認 opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

AU-10 非否認 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AU-10 非否認 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

6399

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-10 非否認 api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-10 非否認 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

AU-10 非否認 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-10 非否認 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

6400

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-10 非否認 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

AU-10 非否認 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

6401

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-10 非否認 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU-12 監査記録の生成 elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

6402

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 監査記録の生成 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

AU-12 監査記録の生成 opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

6403

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 監査記録の生成 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

AU-12 監査記録の生成 api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

AU-12 監査記録の生成 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

6404

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 監査記録の生成 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

AU-12 監査記録の生成 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

AU-12 監査記録の生成 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

6405

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 監査記録の生成 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

AU-12 監査記録の生成 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

6406

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-12 監査記録の生成 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

AU-12 監査記録の生成 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

6407

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

AU-14(1) セッションの監査 | シス
テム起動

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CA-7 継続的なモニタリング elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

CA-7 継続的なモニタリング lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

6408

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

CA-7 継続的なモニタリング opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

CA-7 継続的なモニタリング rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CA-7 継続的なモニタリング s3-event-notifications-
enabled

Amazon S3 イベント
通知により、バケット
オブジェクトに対する
偶発的または意図的な
変更について、関連す
る担当者に警告できま
す。アラートの例とし
ては、新しいオブジェ
クトの作成、オブジェ
クトの削除、オブジェ
クトの復元、オブジェ
クトの紛失およびレプ
リケートなどが含まれ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

CA-7 継続的なモニタリング wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CA-7 継続的なモニタリング api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

6411

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

CA-7 継続的なモニタリング beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

CA-7 継続的なモニタリング cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CA-7 継続的なモニタリング cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CA-7 継続的なモニタリング cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CA-7 継続的なモニタリング elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CA-7 継続的なモニタリング redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-7 継続的なモニタリング s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CA-7 継続的なモニタリング vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

rds-instance-default-
admin-check

デフォルトのユーザー
名はパブリックナレッ
ジであるため、デフォ
ルトのユーザー名を変
更することで、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
データベースインス
タンスのアタックサー
フェスを減らすことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

6421

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

redshift-default-admin-
check

デフォルトのユーザー
名はパブリックナレッ
ジであるため、デフォ
ルトのユーザー名を変
更することで、Amazon 
Redshift クラスターのア
タックサーフェスを減
らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CA-9(1) 内部システムの接続 | コ
ンプライアンスチェッ
ク

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CM-2(2) ベースラインの設定 | 
正確性と最新性のため
のオートメーションサ
ポート

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

6425

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2(2) ベースラインの設定 | 
正確性と最新性のため
のオートメーションサ
ポート

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-2(2) ベースラインの設定 | 
正確性と最新性のため
のオートメーションサ
ポート

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

CM-2(2) ベースラインの設定 | 
正確性と最新性のため
のオートメーションサ
ポート

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2(2) ベースラインの設定 | 
正確性と最新性のため
のオートメーションサ
ポート

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

CM-2(2) ベースラインの設定 | 
正確性と最新性のため
のオートメーションサ
ポート

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM-2 ベースラインの設定 account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 rds-instance-default-
admin-check

デフォルトのユーザー
名はパブリックナレッ
ジであるため、デフォ
ルトのユーザー名を変
更することで、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
データベースインス
タンスのアタックサー
フェスを減らすことが
できます。

CM-2 ベースラインの設定 ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM-2 ベースラインの設定 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

6428

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

CM-2 ベースラインの設定 ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

CM-2 ベースラインの設定 elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

6429

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM-2 ベースラインの設定 redshift-default-admin-
check

デフォルトのユーザー
名はパブリックナレッ
ジであるため、デフォ
ルトのユーザー名を変
更することで、Amazon 
Redshift クラスターのア
タックサーフェスを減
らすことができます。

6430

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-2 ベースラインの設定 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6432

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

6433

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

6434

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

6435

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CM-3(6) 設定変更の管理 | 暗号化
の管理

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

CM-3 設定変更の管理 elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

6436

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-3 設定変更の管理 rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

CM-7 最小の機能 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

CM-7 最小の機能 no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

6437

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-7 最小の機能 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CM-8 (1) システムコンポーネン
トのインベントリ | イン
ストール中あるいは削
除中の更新

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

6438

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-8 (1) システムコンポーネン
トのインベントリ | イン
ストール中あるいは削
除中の更新

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CM-8(2) システムコンポーネン
トのインベントリ | 自動
化されたメンテナンス

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

6439

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-8(3) システムコンポーネン
トのインベントリ | 非認
証コンポーネントの自
動検出

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

CM-8(3) システムコンポーネン
トのインベントリ | 非認
証コンポーネントの自
動検出

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

6440

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-8(3) システムコンポーネン
トのインベントリ | 非認
証コンポーネントの自
動検出

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

CM-8(3) システムコンポーネン
トのインベントリ | 非認
証コンポーネントの自
動検出

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

CM-8 システムコンポーネン
トのインベントリ

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

6441

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CM-8 システムコンポーネン
トのインベントリ

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

CP-2(2) 緊急時対応計画 | 容量計
画

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

6442

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-2(2) 緊急時対応計画 | 容量計
画

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

CP-6(1) 代替のストレージサイ
ト | プライマリサイトか
らの分離

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6443

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6(1) 代替のストレージサイ
ト | プライマリサイトか
らの分離

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-6(1) 代替のストレージサイ
ト | プライマリサイトか
らの分離

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6444

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6(1) 代替のストレージサイ
ト | プライマリサイトか
らの分離

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CP-6(1) 代替のストレージサイ
ト | プライマリサイトか
らの分離

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

6445

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6(1) 代替のストレージサイ
ト | プライマリサイトか
らの分離

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CP-6(1) 代替のストレージサイ
ト | プライマリサイトか
らの分離

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

CP-6(1) 代替のストレージサイ
ト | プライマリサイトか
らの分離

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

6446

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6447

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CP-6(2) 代替のストレージサイ
ト | 目標復旧時間と目標
復旧ポイント

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6 代替のストレージサイ
ト

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-6 代替のストレージサイ
ト

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6453

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6 代替のストレージサイ
ト

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-6 代替のストレージサイ
ト

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

6454

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6 代替のストレージサイ
ト

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

CP-6 代替のストレージサイ
ト

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

CP-6 代替のストレージサイ
ト

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-6 代替のストレージサイ
ト

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CP-9 システムバックアップ dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6456

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 システムバックアップ ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-9 システムバックアップ efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6457

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 システムバックアップ redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CP-9 システムバックアップ s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

CP-9 システムバックアップ db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

6458

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 システムバックアップ dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

CP-9 システムバックアップ ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

CP-9 システムバックアップ elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 システムバックアップ redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

CP-9 システムバックアップ s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-9 システムバックアップ s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CP-10 システムの復旧と再構
築

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 システムの復旧と再構
築

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

CP-10 システムの復旧と再構
築

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 システムの復旧と再構
築

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

CP-10 システムの復旧と再構
築

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

CP-10 システムの復旧と再構
築

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 システムの復旧と再構
築

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

CP-10 システムの復旧と再構
築

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

CP-10 システムの復旧と再構
築

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 システムの復旧と再構
築

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

CP-10 システムの復旧と再構
築

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 システムの復旧と再構
築

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

CP-10 システムの復旧と再構
築

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CP-10 システムの復旧と再構
築

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

CP-10 システムの復旧と再構
築

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 (1) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | 特権アカ
ウントへの多要素認証

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA-2 (1) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | 特権アカ
ウントへの多要素認証

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA-2 (1) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | 特権アカ
ウントへの多要素認証

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2 (1) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | 特権アカ
ウントへの多要素認証

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

IA-2(2) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | 非特権ア
カウントへの多要素認
証

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA-2(2) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | 非特権ア
カウントへの多要素認
証

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2(2) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | 非特権ア
カウントへの多要素認
証

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

IA-2(2) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | 非特権ア
カウントへの多要素認
証

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

IA-2(6) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | アカウン
トへのアクセス – 個別
のデバイス

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2(6) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | アカウン
トへのアクセス – 個別
のデバイス

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

IA-2(6) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | アカウン
トへのアクセス – 個別
のデバイス

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2(6) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | アカウン
トへのアクセス – 個別
のデバイス

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

IA-2(8) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | アカウン
トへのアクセス – リプ
レイへの耐性

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

IA-2(8) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | アカウン
トへのアクセス – リプ
レイへの耐性

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-2(8) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | アカウン
トへのアクセス – リプ
レイへの耐性

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

IA-2(8) 身分証明書と認証 (組織
のユーザー) | アカウン
トへのアクセス – リプ
レイへの耐性

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

IA-5(1) Authenticator の管理 | パ
スワードベースの認証

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

IA-5(1) Authenticator の管理 | パ
スワードベースの認証

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5(1) Authenticator の管理 | パ
スワードベースの認証

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

IA-5(1) Authenticator の管理 | パ
スワードベースの認証

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

IA-5(1) Authenticator の管理 | パ
スワードベースの認証

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

IA-5(1) Authenticator の管理 | パ
スワードベースの認証

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5(1) Authenticator の管理 | パ
スワードベースの認証

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IA-5(1) Authenticator の管理 | パ
スワードベースの認証

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

IA-5 (7) Authenticator の管理 | 暗
号化されていない静的
認証システムが埋め込
まれていない

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

IR-4 (1) インシデント処理 | 自動
化されたインシデント
処理プロセス

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

IR-4(5) インシデント処理 | シス
テムの自動無効化

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

RA-3(4) リスク評価 | 予測サイ
バー分析

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-3 システム開発のライフ
サイクル

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

SA-3 システム開発のライフ
サイクル

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

SA-8(19) セキュリティとプライ
バシーエンジニアリン
グの原則 | 継続的保護

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-8(21) セキュリティとプライ
バシーエンジニアリン
グの原則 | 自己分析

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SA-8(22) セキュリティとプライ
バシーエンジニアリン
グの原則 | 説明責任とト
レーサビリティ

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SA-8(25) セキュリティとプライ
バシーエンジニアリン
グの原則 | 経済的なセ
キュリティ

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-11(1) 開発者のテストと評価 | 
静的コード分析

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SA-11(6) 開発者のテストと評価 | 
攻撃領域のレビュー

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SA-15(2) 開発プロセス、標準、
ツール | セキュリティ
とプライバシーの追跡
ツール

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SA-15(2) 開発プロセス、標準、
ツール | セキュリティ
とプライバシーの追跡
ツール

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SA-15(8) 開発プロセス、標準、
ツール | 脅威と脆弱性の
情報の再利用

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

SA-15(8) 開発プロセス、標準、
ツール | 脅威と脆弱性の
情報の再利用

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5(1) サービス拒否からの保
護 | 他のシステムを攻撃
する能力の制限

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

6488

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

SC-5(2) サービス拒否からの保
護 | 容量、帯域幅、およ
び冗長性

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

6489

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-5(3) サービス拒否からの保
護 | 検出と監視

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC-5 サービス拒否からの保
護

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

6490

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

6491

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

6492

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

6493

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

6494

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

6495

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

6496

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

6497

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 (3) 境界の保護 | アクセスポ
イント

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

6498

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

6499

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

6500

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

6501

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

6502

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

6503

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

6504

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

6505

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6506

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

6507

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6508

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

6509

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(4) 境界の保護 | 外部のテ
レコミュニケーション
サービス

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-7(5) 境界の保護 | デフォルト
による拒否 — 例外によ
る許可

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

6510

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(5) 境界の保護 | デフォルト
による拒否 — 例外によ
る許可

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC-7(5) 境界の保護 | デフォルト
による拒否 — 例外によ
る許可

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

6511

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(5) 境界の保護 | デフォルト
による拒否 — 例外によ
る許可

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

6512

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

6513

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

6514

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

6515

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

6516

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

6517

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

SC-7(9) 境界の保護 | 脅威となる
送信通信トラフィック
の制限

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SC-7(10) 境界の保護 | 漏洩防止 kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(11) 境界の保護 | 着信通信ト
ラフィックの制限

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(16) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの検出を
防ぐ

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

6550

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

6551

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

6557

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(20) 境界の保護 | 動的隔離と
分離

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

6559

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7(21) 境界の保護 | システムコ
ンポーネントの隔離

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-7 境界保護 autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

6568

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

SC-7 境界保護 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

SC-7 境界保護 redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

SC-7 境界保護 ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 境界保護 ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

SC-7 境界保護 ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

SC-7 境界保護 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 境界保護 lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

SC-7 境界保護 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 境界保護 rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

SC-7 境界保護 redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SC-7 境界保護 s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

SC-7 境界保護 s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 境界保護 s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

SC-7 境界保護 sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

SC-7 境界保護 vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-7 境界保護 vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

SC-8 (1) 伝送の機密性と完全性 | 
暗号化による保護

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-8 (1) 伝送の機密性と完全性 | 
暗号化による保護

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 (1) 伝送の機密性と完全性 | 
暗号化による保護

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-8 (1) 伝送の機密性と完全性 | 
暗号化による保護

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

SC-8 (1) 伝送の機密性と完全性 | 
暗号化による保護

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-8 (1) 伝送の機密性と完全性 | 
暗号化による保護

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-8 (1) 伝送の機密性と完全性 | 
暗号化による保護

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

6579

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 (1) 伝送の機密性と完全性 | 
暗号化による保護

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-8 (1) 伝送の機密性と完全性 | 
暗号化による保護

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-8 (1) 伝送の機密性と完全性 | 
暗号化による保護

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-8(2) 伝送の機密性と整合性 
| 伝送前および送信後の
処理

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

6580

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8(2) 伝送の機密性と整合性 
| 伝送前および送信後の
処理

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-8(2) 伝送の機密性と整合性 
| 伝送前および送信後の
処理

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

SC-8(2) 伝送の機密性と整合性 
| 伝送前および送信後の
処理

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-8(2) 伝送の機密性と整合性 
| 伝送前および送信後の
処理

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-8(2) 伝送の機密性と整合性 
| 伝送前および送信後の
処理

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

6581

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8(2) 伝送の機密性と整合性 
| 伝送前および送信後の
処理

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-8(2) 伝送の機密性と整合性 
| 伝送前および送信後の
処理

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-8(2) 伝送の機密性と整合性 
| 伝送前および送信後の
処理

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6582

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8(2) 伝送の機密性と整合性 
| 伝送前および送信後の
処理

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-8 伝送の機密性と整合性 elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-8 伝送の機密性と整合性 elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-8 伝送の機密性と整合性 elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

6583

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 伝送の機密性と整合性 opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

SC-8 伝送の機密性と整合性 opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-8 伝送の機密性と整合性 alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-8 伝送の機密性と整合性 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

6584

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-8 伝送の機密性と整合性 elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-8 伝送の機密性と整合性 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-8 伝送の機密性と整合性 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-12(2) 暗号化キーの確立と管
理 | 対称キー

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

6585

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-12(2) 暗号化キーの確立と管
理 | 対称キー

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC-12(3) 暗号化キーの確立と管
理 | 非対称キー

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-12(3) 暗号化キーの確立と管
理 | 非対称キー

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-12(3) 暗号化キーの確立と管
理 | 非対称キー

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

6586

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-12(3) 暗号化キーの確立と管
理 | 非対称キー

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-12(3) 暗号化キーの確立と管
理 | 非対称キー

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

SC-12(3) 暗号化キーの確立と管
理 | 非対称キー

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-12(3) 暗号化キーの確立と管
理 | 非対称キー

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6587

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-12 暗号化キーの確立と管
理

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

SC-12 暗号化キーの確立と管
理

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

SC-13 暗号化による保護 codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

SC-13 暗号化による保護 dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

6588

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 暗号化による保護 ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-13 暗号化による保護 elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-13 暗号化による保護 elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-13 暗号化による保護 kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

SC-13 暗号化による保護 opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

6589

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 暗号化による保護 opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-13 暗号化による保護 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-13 暗号化による保護 s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-13 暗号化による保護 sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

6590

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 暗号化による保護 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-13 暗号化による保護 alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-13 暗号化による保護 api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

SC-13 暗号化による保護 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

SC-13 暗号化による保護 cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

6591

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 暗号化による保護 efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-13 暗号化による保護 elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-13 暗号化による保護 elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-13 暗号化による保護 elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

6592

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 暗号化による保護 encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-13 暗号化による保護 opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

SC-13 暗号化による保護 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

6593

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 暗号化による保護 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SC-13 暗号化による保護 redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-13 暗号化による保護 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6594

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 暗号化による保護 s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-13 暗号化による保護 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-13 暗号化による保護 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

6595

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-13 暗号化による保護 secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-23(3) セッションの認証性 | シ
ステムによって生成さ
れる一意のセッション
識別子

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-23(3) セッションの認証性 | シ
ステムによって生成さ
れる一意のセッション
識別子

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-23(3) セッションの認証性 | シ
ステムによって生成さ
れる一意のセッション
識別子

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

6596

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-23(3) セッションの認証性 | シ
ステムによって生成さ
れる一意のセッション
識別子

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-23(3) セッションの認証性 | シ
ステムによって生成さ
れる一意のセッション
識別子

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-23(3) セッションの認証性 | シ
ステムによって生成さ
れる一意のセッション
識別子

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

SC-23(3) セッションの認証性 | シ
ステムによって生成さ
れる一意のセッション
識別子

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

6597

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-23(3) セッションの認証性 | シ
ステムによって生成さ
れる一意のセッション
識別子

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-23(3) セッションの認証性 | シ
ステムによって生成さ
れる一意のセッション
識別子

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-23(5) セッションの認証性 | 許
可された認証機関

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

6598

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-23(5) セッションの認証性 | 許
可された認証機関

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-23 セッションの認証性 elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-23 セッションの認証性 elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-23 セッションの認証性 opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

6599

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-23 セッションの認証性 opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-23 セッションの認証性 alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-23 セッションの認証性 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

SC-23 セッションの認証性 elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

6600

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-23 セッションの認証性 elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SC-23 セッションの認証性 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-23 セッションの認証性 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

6601

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

6602

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

6603

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

6604

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

6605

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28(1) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化による保護

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

6606

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28(3) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化キー

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

SC-28(3) 保存中の情報に対する
保護 | 暗号化キー

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

6607

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 保存中の情報に対する
保護

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6608

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 保存中の情報に対する
保護

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

6609

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 保存中の情報に対する
保護

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

6610

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 保存中の情報に対する
保護

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

6611

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-28 保存中の情報に対する
保護

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SC-28 保存中の情報に対する
保護

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SC-36(2) 分散処理とストレージ | 
同期

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

6612

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-36 分散処理とストレージ elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

SC-36 分散処理とストレージ dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

6613

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-36 分散処理とストレージ rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

6614

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SC-36 分散処理とストレージ vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動的な欠陥
修復のステータス

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動的な欠陥
修復のステータス

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2 (2) 欠陥修復 | 自動的な欠陥
修復のステータス

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SI-2(3) 欠陥の修復 | 欠陥の修復
にかかる時間および修
正アクションに関する
ベンチマーク

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2(3) 欠陥の修復 | 欠陥の修復
にかかる時間および修
正アクションに関する
ベンチマーク

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

SI-2(3) 欠陥の修復 | 欠陥の修復
にかかる時間および修
正アクションに関する
ベンチマーク

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

SI-2(4) 欠陥修復 | 自動パッチ管
理ツール

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2(4) 欠陥修復 | 自動パッチ管
理ツール

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

SI-2(4) 欠陥修復 | 自動パッチ管
理ツール

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SI-2(5) 欠陥修復 | ソフトウェア
とファームウェアの自
動更新

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2(5) 欠陥修復 | ソフトウェア
とファームウェアの自
動更新

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

SI-2(5) 欠陥修復 | ソフトウェア
とファームウェアの自
動更新

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SI-2 欠陥修復 lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2 欠陥修復 rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

SI-2 欠陥修復 autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2 欠陥修復 beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

SI-2 欠陥修復 cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2 欠陥修復 dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SI-2 欠陥修復 ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-2 欠陥修復 elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

SI-2 欠陥修復 redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

s3-event-notifications-
enabled

Amazon S3 イベント
通知により、バケット
オブジェクトに対する
偶発的または意図的な
変更について、関連す
る担当者に警告できま
す。アラートの例とし
ては、新しいオブジェ
クトの作成、オブジェ
クトの削除、オブジェ
クトの復元、オブジェ
クトの紛失およびレプ
リケートなどが含まれ
ます。

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-3(8) 悪意のあるコードから
の保護 | 不正なコマンド
の検知

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

SI-4 (1) システムのモニタリン
グ | システム全体の侵入
検知システム

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (2) システムモニタリング 
| リアルタイム分析のた
めの自動化ツールとメ
カニズム

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI-4 (4) システムのモニタリン
グ | インバウンドとアウ
トバウンドの通信トラ
フィック

s3-event-notifications-
enabled

Amazon S3 イベント
通知により、バケット
オブジェクトに対する
偶発的または意図的な
変更について、関連す
る担当者に警告できま
す。アラートの例とし
ては、新しいオブジェ
クトの作成、オブジェ
クトの削除、オブジェ
クトの復元、オブジェ
クトの紛失およびレプ
リケートなどが含まれ
ます。

SI-4 (4) システムのモニタリン
グ | インバウンドとアウ
トバウンドの通信トラ
フィック

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 (5) システムのモニタリン
グ | システムで生成され
たアラート

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI-4 (5) システムのモニタリン
グ | システムで生成され
たアラート

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI-4 (5) システムのモニタリン
グ | システムで生成され
たアラート

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4(12) システムモニタリング 
| 組織が生成する自動ア
ラート

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI-4(13) システムモニタリング 
| トラフィックとイベン
トパターンの分析

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI-4(20) システムモニタリング | 
特権ユーザー

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4(20) システムモニタリング | 
特権ユーザー

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI-4(20) システムモニタリング | 
特権ユーザー

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

SI-4(20) システムモニタリング | 
特権ユーザー

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4(20) システムモニタリング | 
特権ユーザー

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI-4(20) システムモニタリング | 
特権ユーザー

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SI-4(20) システムモニタリング | 
特権ユーザー

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4(20) システムモニタリング | 
特権ユーザー

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SI-4(20) システムモニタリング | 
特権ユーザー

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

6633

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4(22) システムモニタリング 
| 不正なネットワーク
サービス

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI-4(25) システムモニタリン
グ | ネットワークトラ
フィック分析の最適化

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

SI-4 システムモニタリング s3-event-notifications-
enabled

Amazon S3 イベント
通知により、バケット
オブジェクトに対する
偶発的または意図的な
変更について、関連す
る担当者に警告できま
す。アラートの例とし
ては、新しいオブジェ
クトの作成、オブジェ
クトの削除、オブジェ
クトの復元、オブジェ
クトの紛失およびレプ
リケートなどが含まれ
ます。

6634

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-4 システムモニタリング cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

SI-4 システムモニタリング guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

6635

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7 (1) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 整合性の確認

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

SI-7(3) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 一元管理され
た整合性ツール

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

6636

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

6637

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6638

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

6639

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

6640

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

6641

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

6642

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

SI-7(6) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 暗号化による
保護

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

6643

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(7) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 検出と対応の
統合

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

6644

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

6645

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

6646

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

6647

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

6648

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

SI-7(8) ソフトウェア、ファー
ムウェア、および情報
の整合性 | 重要なイベン
トの監査機能

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

6649

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 情報の管理と保持 db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

SI-12 情報の管理と保持 dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 情報の管理と保持 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

6650

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 情報の管理と保持 ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-12 情報の管理と保持 efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6651

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-12 情報の管理と保持 elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

SI-12 情報の管理と保持 s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

s3-version-lifecycle-
policy-check

Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

SI-13(5) 予測可能な障害防止 | 
フェイルオーバー機能

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800-53 rev 5」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

SI-20 汚染 cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

SI-20 汚染 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

SI-20 汚染 guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NIST 800-53 rev 5」で入手できます。

NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、NIST の「800-171」と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 
Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の NIST の「800-171」によるコントロールに
関連付けられます。NIST の「800-171」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けること
ができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してくださ
い。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NIST-800-53-rev-5.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

3.1.1 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザー、権限のあるユー
ザーに代わって動作す
るプロセス、およびデ
バイス (他のシステムを
含む) に制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

3.1.2 システムへのアクセス
を、権限のあるユー
ザーが実行を許可され
たトランザクションと
機能のタイプに制限し
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 
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3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

3.1.3 承認された認可に従っ
て CUI のフローをコン
トロールします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

6705

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

6708

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

3.1.4 共謀をなくし、悪意の
あるアクティビティ
のリスクを減らすため
に、個人の義務を分離
します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ecs-containers-
nonprivileged

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) タスク定
義では拡張された特権
を有効にしないでくだ
さい。このパラメータ
が true のとき、コンテ
ナには、ホストコンテ
ナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス
権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

6714

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.5 特定のセキュリティ機
能や特権アカウントを
含む、最小特権の原則
を採用します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

3.1.6 セキュリティ以外の機
能にアクセスする場合
は、非特権アカウント
またはロールを使用し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

3.1.7 非特権ユーザーによる
特権的機能の実行を防
止し、それらの機能の
実行を監査します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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3.1.7 非特権ユーザーによる
特権的機能の実行を防
止し、それらの機能の
実行を監査します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

3.1.7 非特権ユーザーによる
特権的機能の実行を防
止し、それらの機能の
実行を監査します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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3.1.7 非特権ユーザーによる
特権的機能の実行を防
止し、それらの機能の
実行を監査します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.1.7 非特権ユーザーによる
特権的機能の実行を防
止し、それらの機能の
実行を監査します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

3.1.7 非特権ユーザーによる
特権的機能の実行を防
止し、それらの機能の
実行を監査します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.7 非特権ユーザーによる
特権的機能の実行を防
止し、それらの機能の
実行を監査します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

3.1.12 リモートアクセスセッ
ションをモニタリング
およびコントロールし
ます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 
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3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.1.13 リモートアクセスセッ
ションの機密性を保護
するため、暗号化メカ
ニズムを採用します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

6734

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

3.1.14 管理されたアクセスコ
ントロールポイントを
介して、リモートアク
セスをルーティングし
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.20 外部システムへの接続
と使用を検証し、制御/
制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

6744

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.1 違法、不正、または不
適切なシステムアク
ティビティのモニタリ
ング、分析、調査、報
告を行うために必要な
範囲で、システムの監
査レコードを作成し、
保持します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.2 個々のシステムユー
ザーのアクションで、
それらのユーザーを一
意に追跡することで、
アクションに対する責
任を負わせることがで
きるようにします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

3.3.4 監査プロセスに障害
が発生した場合に、ア
ラートを生成します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.4 監査プロセスに障害
が発生した場合に、ア
ラートを生成します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.3.5 監査のレビュー、分
析、報告プロセスを相
関させて調査し、不適
切、疑わしい、または
異常なアクティビティ
の兆候に対応します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.3.5 監査のレビュー、分
析、報告プロセスを相
関させて調査し、不適
切、疑わしい、または
異常なアクティビティ
の兆候に対応します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.8 監査情報と監査ツール
を、不正なアクセス、
変更、削除から保護し
ます。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

3.3.8 監査情報と監査ツール
を、不正なアクセス、
変更、削除から保護し
ます。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

3.3.8 監査情報と監査ツール
を、不正なアクセス、
変更、削除から保護し
ます。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.8 監査情報と監査ツール
を、不正なアクセス、
変更、削除から保護し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3.3.8 監査情報と監査ツール
を、不正なアクセス、
変更、削除から保護し
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.8 監査情報と監査ツール
を、不正なアクセス、
変更、削除から保護し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.3.8 監査情報と監査ツール
を、不正なアクセス、
変更、削除から保護し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.3.8 監査情報と監査ツール
を、不正なアクセス、
変更、削除から保護し
ます。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3.8 監査情報と監査ツール
を、不正なアクセス、
変更、削除から保護し
ます。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-security-group-
attached-to-eni-periodic

このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスまたは ENI にセ
キュリティグループが
アタッチされるように
なります。このルール
は、インベントリ内の
未使用のセキュリティ
グループのモニタリン
グと環境の管理に役立
ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
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3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
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3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

3.4.1 各システムの開発ライ
フサイクル全体で、
組織のシステム (ハー
ドウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
ドキュメントなど) の
ベースライン設定とイ
ンベントリを確立して
維持します。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
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3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.4.6 重要な機能のみを提供
するように組織のシ
ステムを設定すること
で、最小限の機能の原
則を採用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.4.7 不要な機能、ポート、
プロトコル、または
サービスの使用を制
限、無効化、および防
止します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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3.4.7 不要な機能、ポート、
プロトコル、または
サービスの使用を制
限、無効化、および防
止します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.4.7 不要な機能、ポート、
プロトコル、または
サービスの使用を制
限、無効化、および防
止します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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3.4.7 不要な機能、ポート、
プロトコル、または
サービスの使用を制
限、無効化、および防
止します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

3.4.9 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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3.4.9 ユーザーがインストー
ルしたソフトウェアを
コントロールおよびモ
ニタリングします。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

3.5.2 組織のシステムへのア
クセスを許可するため
の前提条件として、こ
れらのユーザー、プロ
セス、またはデバイス
の ID を認証 (または検
証) します。

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。

3.5.2 組織のシステムへのア
クセスを許可するため
の前提条件として、こ
れらのユーザー、プロ
セス、またはデバイス
の ID を認証 (または検
証) します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

6768

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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3.5.2 組織のシステムへのア
クセスを許可するため
の前提条件として、こ
れらのユーザー、プロ
セス、またはデバイス
の ID を認証 (または検
証) します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

3.5.3 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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3.5.3 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

3.5.3 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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3.5.3 権限のあるアカウント
へのローカルおよび
ネットワークアクセス
と、権限のないアカウ
ントへのネットワーク
アクセスに、多要素認
証を使用します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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3.5.5 定義された期間の識別
子の再利用を防止しま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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3.5.6 定義されたアイドル状
態の期間を経過したと
きに、識別子を無効に
します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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3.5.7 新しいパスワードが作
成される際、パスワー
ドの複雑さと文字の
変更を最小限に抑えま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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3.5.8 指定した世代数でのパ
スワードの再利用を禁
止します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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3.5.10 暗号で保護されたパス
ワードのみを保存およ
び転送します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.6.1 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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3.6.1 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.6.1 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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3.6.1 準備、検出、分析、抑
制、回復、およびユー
ザーの応答アクティビ
ティなど、組織のシス
テムで運用するインシ
デント処理機能を確立
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.11.2 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
に影響を与える新たな
脆弱性が発見された場
合には、その脆弱性を
スキャンします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.11.2 組織のシステムやアプ
リケーションの脆弱
性を定期的にスキャン
し、それらのシステム
に影響を与える新たな
脆弱性が発見された場
合には、その脆弱性を
スキャンします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

6781

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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3.11.3 リスクの評価に従って
脆弱性を修正します。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

3.13.1 情報システムの外部境
界および主要な内部境
界での通信 (組織のシス
テムによって送受信さ
れる情報など) をモニタ
リング、コントロール
して保護します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6796

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6797

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

6798

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6799

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

6800

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

6802

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

6803

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

6804

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

6805

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

6806

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

6807

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

6808

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

6809

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

6810

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.2 組織のシステムにおい
て効果的な情報セキュ
リティを促進するアー
キテクチャ設計、ソ
フトウェア開発技術、
システムエンジニアリ
ングの原則を採用しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

3.13.6 デフォルトでネット
ワーク通信トラフィッ
クを拒否し、例外的に
ネットワーク通信トラ
フィックを許可します 
(すべてを拒否し、例外
的に許可する)。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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3.13.6 デフォルトでネット
ワーク通信トラフィッ
クを拒否し、例外的に
ネットワーク通信トラ
フィックを許可します 
(すべてを拒否し、例外
的に許可する)。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.13.6 デフォルトでネット
ワーク通信トラフィッ
クを拒否し、例外的に
ネットワーク通信トラ
フィックを許可します 
(すべてを拒否し、例外
的に許可する)。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.13.8 物理的な代替の安全対
策で保護されていない
限り、送信中の CUI の
不正な開示を防止する
ための暗号化メカニズ
ムを実装します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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3.13.10 組織のシステムで採用
されている暗号化で使
用する暗号化キーを設
定して管理します。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

3.13.10 組織のシステムで採用
されている暗号化で使
用する暗号化キーを設
定して管理します。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.13.16 保管中の CUI の機密性
を確保します。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.1 情報およびシステムの
欠陥をタイムリーに特
定、報告して修正しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.14.1 情報およびシステムの
欠陥をタイムリーに特
定、報告して修正しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.2 組織のシステム内の適
切な場所で、悪意のあ
るコードから保護しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.14.2 組織のシステム内の適
切な場所で、悪意のあ
るコードから保護しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

6826

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.14.3 システムのセキュリ
ティアラートとアドバ
イザリをモニタリング
し、それに応じてアク
ションを実行します。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.4 新しいリリースが利用
可能になったら、悪意
のあるコードからの保
護メカニズムを更新し
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

6829

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

3.14.6 攻撃や、潜在的な攻撃
の兆候を検出するため
に、インバウンドおよ
びアウトバウンドの通
信トラフィックを含む
組織のシステムをモニ
タリングします。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

6834

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST 800 171 に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.7 組織のシステムの不正
使用を特定します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NIST 800 171」で入手できます。

NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、NIST の「800-172」と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 
Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の NIST の「800-172」によるコントロールに
関連付けられます。NIST の「800-172」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けること
ができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してくださ
い。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NIST-800-171.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

6843

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

alb-desync-mode-check HTTP Desync の脆弱
性からアプリケーショ
ンを保護するには、
アプリケーションロー
ドバランサーで HTTP 
Desync 軽減モードが
有効になっているこ
とを確認してくださ
い。HTTP Desync の問
題はリクエストスマグ
リングにつながり、ア
プリケーションがリク
エストキューやキャッ
シュポイズニングに対
して脆弱になる可能性
があります。Desync 軽
減モードの種類は、モ
ニタリングモード、防
御モード、厳密モード
です。防御モードがデ
フォルトです。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

clb-desync-mode-check HTTP Desync の脆弱
性からアプリケーショ
ンを保護するには、
アプリケーションロー
ドバランサーで HTTP 
Desync 軽減モードが
有効になっているこ
とを確認してくださ
い。HTTP Desync の問
題はリクエストスマグ
リングにつながり、ア
プリケーションがリク
エストキューやキャッ
シュポイズニングに対
して脆弱になる可能性
があります。Desync 軽
減モードの種類は、モ
ニタリングモード、防
御モード、厳密モード
です。防御モードがデ
フォルトです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/clb-desync-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

ec2-token-hop-limit-
check

インスタンスメタデー
タサービス (IMDS) 
の HTTP PUT 応答
が Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスに限定されて
いることを確認しま
す。IMDSv2 では、メ
タデータ応答ホップ制
限が 1 (Config デフォル
ト) に設定されているた
め、シークレットトー
クンを含む PUT 応答
は、インスタンスの外
に移動することができ
ません。この値が 1 よ
り大きい場合、トーク
ンは EC2 インスタンス
から移動することがで
きます。

3.1.3e 接続されたシステ
ムのセキュリティ
ドメイン間の情報
フローを制御するた
めに、[Assignment: 
organization-defined 
secure information 
transfer solutions] を採
用します。

nacl-no-unrestricted-
ssh-rdp

ポート 22 (SSH) やポー
ト 3389 (RDP) などの
ネットワークアクセス
コントロールリスト 
(NACLs) のリモート
サーバー管理ポートへ
のアクセスは、VPC 内
のリソースへの意図し
ないアクセスを許可す
る可能性があるため、
パブリックにアクセス
できないようにする必
要があります。

3.2.1e ソーシャルエンジニア
リング、高度持続的
脅威行為者、侵入、
不審な行動からの脅威
の認識と対応に焦点を
当てた意識向上トレー
ニング [Assignment: 
organization-defined 
frequency］を提供
し、[Assignment: 
organization-defined 
frequency] または脅威に
大きな変化があった場
合にトレーニングを更
新します。

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-token-hop-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-token-hop-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4.2e 誤設定または未承認の
システムコンポーネ
ントを検出するために
自動化されたメカニズ
ムを採用します。検出
後、パッチ、再設定、
またはその他の軽減措
置を促進するために、
[選択 (一つまたは複数): 
コンポーネントを削除
する、コンポーネント
を検疫または修復ネッ
トワークに配置する)] を
実行します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

3.4.2e 誤設定または未承認の
システムコンポーネ
ントを検出するために
自動化されたメカニズ
ムを採用します。検出
後、パッチ、再設定、
またはその他の軽減措
置を促進するために、
[選択 (一つまたは複数): 
コンポーネントを削除
する、コンポーネント
を検疫または修復ネッ
トワークに配置する)] を
実行します。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

3.4.2e 誤設定または未承認の
システムコンポーネ
ントを検出するために
自動化されたメカニズ
ムを採用します。検出
後、パッチ、再設定、
またはその他の軽減措
置を促進するために、
[選択 (一つまたは複数): 
コンポーネントを削除
する、コンポーネント
を検疫または修復ネッ
トワークに配置する)] を
実行します。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4.2e 誤設定または未承認の
システムコンポーネ
ントを検出するために
自動化されたメカニズ
ムを採用します。検出
後、パッチ、再設定、
またはその他の軽減措
置を促進するために、
[選択 (一つまたは複数): 
コンポーネントを削除
する、コンポーネント
を検疫または修復ネッ
トワークに配置する)] を
実行します。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

3.4.3e 自動検出と管理ツール
を使用し、システムコ
ンポーネントの最新、
完全、正確、かつ容易
に入手可能なインベン
トリを維持します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

3.4.3e 自動検出と管理ツール
を使用し、システムコ
ンポーネントの最新、
完全、正確、かつ容易
に入手可能なインベン
トリを維持します。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4.3e 自動検出と管理ツール
を使用し、システムコ
ンポーネントの最新、
完全、正確、かつ容易
に入手可能なインベン
トリを維持します。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

3.4.3e 自動検出と管理ツール
を使用し、システムコ
ンポーネントの最新、
完全、正確、かつ容易
に入手可能なインベン
トリを維持します。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

3.4.3e 自動検出と管理ツール
を使用し、システムコ
ンポーネントの最新、
完全、正確、かつ容易
に入手可能なインベン
トリを維持します。

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.5.2e 多要素認証や複雑なア
カウント管理には対応
していないシステムお
よびシステムコンポー
ネントのパスワードの
生成、保護、ローテー
ション、管理のために
自動化されたメカニズ
ムを採用します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.5.2e 多要素認証や複雑なア
カウント管理には対応
していないシステムお
よびシステムコンポー
ネントのパスワードの
生成、保護、ローテー
ション、管理のために
自動化されたメカニズ
ムを採用します。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

3.5.2e 多要素認証や複雑なア
カウント管理には対応
していないシステムお
よびシステムコンポー
ネントのパスワードの
生成、保護、ローテー
ション、管理のために
自動化されたメカニズ
ムを採用します。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

3.5.2e 多要素認証や複雑なア
カウント管理には対応
していないシステムお
よびシステムコンポー
ネントのパスワードの
生成、保護、ローテー
ション、管理のために
自動化されたメカニズ
ムを採用します。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.11.1e リスク評価の一環と
して [Assignment: 
organization-defined 
sources of threat 
intelligence] を使用し、
組織のシステム開発、
セキュリティアーキテ
クチャ、セキュリティ
ソリューションの選
択、監視、脅威狩り、
対応および復旧活動の
指針とし、情報を提供
することができます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.11.2e サイバー脅威ハンティ
ング活動 [選択 ( 1 つま
たは複数): [Assignment: 
organization- 
defined frequency]、
[Assignment: 
organization-defined 
event]] を実施し
て、[Assignment: 
organization-defined 
systems] の侵害指標を
検索し、既存の管理を
回避する脅威を検出、
追跡、および破壊しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.11.5e 現在および蓄積さ
れた脅威情報に基
づき、組織のシステ
ムおよび組織に対す
る予想されるリスク
に対処するためのセ
キュリティソリュー
ション [Assignment: 
organization-defined 
frequency] の有効性を評
価します。

annual-risk-assessment-
performed (process 
check)

年に 1 回、組織のリス
ク評価を実施します。
リスク評価は、組織に
影響を及ぼす可能性の
ある特定のリスクや脆
弱性の影響を判断する
のに役立ちます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

nacl-no-unrestricted-
ssh-rdp

ポート 22 (SSH) やポー
ト 3389 (RDP) などの
ネットワークアクセス
コントロールリスト 
(NACLs) のリモート
サーバー管理ポートへ
のアクセスは、VPC 内
のリソースへの意図し
ないアクセスを許可す
る可能性があるため、
パブリックにアクセス
できないようにする必
要があります。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

3.13.4e 組織のシステムシス
テムと構成要素にお
ける [選択 ( 1 つまた
は複数): [Assignment: 
organization-defined 
physical isolation 
techniques]、
[Assignment: 
organization-defined 
logical isolation 
techniques]] を実行しま
す。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.1e ルートオブトラスト機
構または暗号署名を使
用して、[Assignment: 
organization-defined 
security critical or 
essential software] の完
全性を検証します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

3.14.2e 組織システムやシステ
ムコンポーネントを
継続的にモニタリン
グし、異常なアクティ
ビティや疑わしいアク
ティビティがないこと
を確認します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

3.14.2e 組織システムやシステ
ムコンポーネントを
継続的にモニタリン
グし、異常なアクティ
ビティや疑わしいアク
ティビティがないこと
を確認します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.2e 組織システムやシステ
ムコンポーネントを
継続的にモニタリン
グし、異常なアクティ
ビティや疑わしいアク
ティビティがないこと
を確認します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

3.14.2e 組織システムやシステ
ムコンポーネントを
継続的にモニタリン
グし、異常なアクティ
ビティや疑わしいアク
ティビティがないこと
を確認します。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.2e 組織システムやシステ
ムコンポーネントを
継続的にモニタリン
グし、異常なアクティ
ビティや疑わしいアク
ティビティがないこと
を確認します。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

3.14.2e 組織システムやシステ
ムコンポーネントを
継続的にモニタリン
グし、異常なアクティ
ビティや疑わしいアク
ティビティがないこと
を確認します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.2e 組織システムやシステ
ムコンポーネントを
継続的にモニタリン
グし、異常なアクティ
ビティや疑わしいアク
ティビティがないこと
を確認します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

3.14.6e [Assignment: 
organization-defined 
external organizations 
(割り当て: 組織で定義さ
れた外部組織)] から入手
した脅威指標情報と効
果的な緩和策を、侵入
検知と脅威ハンティン
グの指針と情報に利用
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.7e [Assignment: 
organization-defined 
security critical or 
essential software, 
firmware, and hardware 
components] の正し
さを、[Assignment: 
organization-defined 
verification methods or 
techniques] を使って検
証します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

3.14.7e [Assignment: 
organization-defined 
security critical or 
essential software, 
firmware, and hardware 
components] の正し
さを、[Assignment: 
organization-defined 
verification methods or 
techniques] を使って検
証します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 172」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.7e [Assignment: 
organization-defined 
security critical or 
essential software, 
firmware, and hardware 
components] の正し
さを、[Assignment: 
organization-defined 
verification methods or 
techniques] を使って検
証します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

3.14.7e [Assignment: 
organization-defined 
security critical or 
essential software, 
firmware, and hardware 
components] の正し
さを、[Assignment: 
organization-defined 
verification methods or 
techniques] を使って検
証します。

ecs-fargate-latest-
platform-version

セキュリティの更新
やパッチは、AWS 
Fargate のタスクに自
動的にデプロイされま
す。AWS Fargate の
プラットフォームバー
ジョンに影響を与え
るセキュリティ上の
問題が見つかった場
合、AWS はそのプラッ
トフォームバージョン
にパッチを適用しま
す。AWS Fargate を実
行する Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
タスクのパッチ管理を
支援するには、サービ
スのスタンドアロンタ
スクを更新して最新の
プラットフォームバー
ジョンを使用します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.14.7e [Assignment: 
organization-defined 
security critical or 
essential software, 
firmware, and hardware 
components] の正し
さを、[Assignment: 
organization-defined 
verification methods or 
techniques] を使って検
証します。

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NIST 800 172」で入手できます。

NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、NIST の「800-181」と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 
Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の NIST の「800-181」によるコントロールに
関連付けられます。NIST の「800-181」によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けること
ができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してくださ
い。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NIST-800-172.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6882

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

6883

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

T0008 データ容量要件の予測
される変化を分析し、
計画します。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6885

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

6887

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elasticsearch Service 
(Amazon ES) ドメイン
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6900

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

6901

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6902

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

6903

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

6904

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

6905

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0017 サービス指向のセキュ
リティアーキテクチャ
の原則を適用し、組織
の機密性、完全性、可
用性の要件を満たすこ
とができます。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

T0024 システムのサイバーセ
キュリティ報告書を満
たすために必要なデー
タを収集し、維持しま
す。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

T0042 サイバーディフェンス
アナリストと調整し、
特殊なサイバーディ
フェンスアプリケー
ションのルールとシグ
ネチャ (侵入検知/保護シ
ステム、アンチウイル
ス、コンテンツブラッ
クリストなど) の更新を
管理し運営します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

6906

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0047 インシデントデータを
関連付け、特定の脆弱
性を特定し、迅速な改
善を可能にするための
提案を行います。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

6907

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6910

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

T0051 重要なシステム機能に
基づいて適切なレベル
のシステム可用性を定
義し、システム要件が
適切な災害復旧と運用
継続の要件を特定する
ことを確実にします。
これには、適切なフェ
イルオーバー/代替サイ
ト要件、バックアップ
要件、システム復旧/復
元に関する材料支持性
要件が含まれます。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6922

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0065 ネットワークのバック
アップとリカバリーの
手順を開発し、実施し
ます。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

T0070 開発中のシステムの
ディザスターリカバ
リーおよびオペレー
ション継続計画を策定
し、システムが本番環
境に入る前に確実にテ
ストする。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0086 システム設計に組み込
まれた商用製品のセ
キュリティパッチの
アプリケーションが、
意図された動作環境の
管理当局によって指示
されたタイムラインを
満たすことを保証しま
す。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

T0086 システム設計に組み込
まれた商用製品のセ
キュリティパッチの
アプリケーションが、
意図された動作環境の
管理当局によって指示
されたタイムラインを
満たすことを保証しま
す。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

T0086 システム設計に組み込
まれた商用製品のセ
キュリティパッチの
アプリケーションが、
意図された動作環境の
管理当局によって指示
されたタイムラインを
満たすことを保証しま
す。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0086 システム設計に組み込
まれた商用製品のセ
キュリティパッチの
アプリケーションが、
意図された動作環境の
管理当局によって指示
されたタイムラインを
満たすことを保証しま
す。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0110 セキュリティインシデ
ントが、特定の法的措
置を必要とする法律違
反を示唆するものであ
るかどうかを特定およ
び/または判断する。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0110 セキュリティインシデ
ントが、特定の法的措
置を必要とする法律違
反を示唆するものであ
るかどうかを特定およ
び/または判断する。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

T0110 セキュリティインシデ
ントが、特定の法的措
置を必要とする法律違
反を示唆するものであ
るかどうかを特定およ
び/または判断する。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

T0128 システムソフトウェア
のアップデートやパッ
チの自動化機能を実用
的な範囲で統合し、シ
ステムの運用環境にお
ける現在および予測さ
れるパッチのタイムラ
イン要件に基づいて、
システムソフトウェア
の手動アップデートや
パッチのプロセスと手
順を開発します。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0128 システムソフトウェア
のアップデートやパッ
チの自動化機能を実用
的な範囲で統合し、シ
ステムの運用環境にお
ける現在および予測さ
れるパッチのタイムラ
イン要件に基づいて、
システムソフトウェア
の手動アップデートや
パッチのプロセスと手
順を開発します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

T0128 システムソフトウェア
のアップデートやパッ
チの自動化機能を実用
的な範囲で統合し、シ
ステムの運用環境にお
ける現在および予測さ
れるパッチのタイムラ
イン要件に基づいて、
システムソフトウェア
の手動アップデートや
パッチのプロセスと手
順を開発します。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

T0128 システムソフトウェア
のアップデートやパッ
チの自動化機能を実用
的な範囲で統合し、シ
ステムの運用環境にお
ける現在および予測さ
れるパッチのタイムラ
イン要件に基づいて、
システムソフトウェア
の手動アップデートや
パッチのプロセスと手
順を開発します。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

6944

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

opensearch-in-vpc-only Amazon ElasticSearch 
Service (Amazon ES) 
のドメインが Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内にある
ことを確認して、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。Amazon 
ES ドメインを Amazon 
VPC に配置すると、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用せ
ずに、Amazon ES と 
Amazon VPC 内の他の
サービス間の安全な通
信が実現できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0144 管理アカウント、ネッ
トワーク権限、シス
テムや装置へのアクセ
ス。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

T0151 エンタープライズが計
画した保護レベルを
提供しているかを確認
するため、サイバーセ
キュリティセイフガー
ドの有効性をモニタリ
ングして評価します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0151 エンタープライズが計
画した保護レベルを
提供しているかを確認
するため、サイバーセ
キュリティセイフガー
ドの有効性をモニタリ
ングして評価します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。

T0151 エンタープライズが計
画した保護レベルを
提供しているかを確認
するため、サイバーセ
キュリティセイフガー
ドの有効性をモニタリ
ングして評価します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

6961

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

6965

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0152 最適パフォーマンスを
確保するため、データ
ベースをモニタリング
してメンテナンスしま
す。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

T0153 ネットワークの容量と
パフォーマンスを監視
します。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0153 ネットワークの容量と
パフォーマンスを監視
します。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0153 ネットワークの容量と
パフォーマンスを監視
します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0153 ネットワークの容量と
パフォーマンスを監視
します。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0154 知識管理アセットとリ
ソースの使用をモニ
タリングして報告しま
す。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

T0156 設定管理に関して監視
し、推薦します。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

T0156 設定管理に関して監視
し、推薦します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0156 設定管理に関して監視
し、推薦します。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

T0156 設定管理に関して監視
し、推薦します。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0156 設定管理に関して監視
し、推薦します。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0156 設定管理に関して監視
し、推薦します。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0156 設定管理に関して監視
し、推薦します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0156 設定管理に関して監視
し、推薦します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0156 設定管理に関して監視
し、推薦します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

T0160 情報が外部の第3者から
保護されていることを
確保するため、ネット
ワークの脆弱性をパッ
チします。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
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T0160 情報が外部の第3者から
保護されていることを
確保するため、ネット
ワークの脆弱性をパッ
チします。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

T0160 情報が外部の第3者から
保護されていることを
確保するため、ネット
ワークの脆弱性をパッ
チします。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0162 データの整合性を確保
するためデータベース
のバックアップとリカ
バリを行います。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0166 状況認識をして、実際
の攻撃の有効性を究明
するため、エンタープ
ライズ内で様々な出展
から集めた情報を使っ
てイベント相関を行い
ます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

T0168 確立されたデータベー
スとハッシュ比較を行
います。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

opensearch-in-vpc-only Amazon ElasticSearch 
Service (Amazon ES) 
のドメインが Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内にある
ことを確認して、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。Amazon 
ES ドメインを Amazon 
VPC に配置すると、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用せ
ずに、Amazon ES と 
Amazon VPC 内の他の
サービス間の安全な通
信が実現できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

T0195 ミッション要求に基づ
いて、(ウェブベース
ポータルなどを経由し
て)関連情報のマネー
ジドフローを提供しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0215 セキュリティ違反の可
能性を認識し、必要に
応じて適切な行動をと
り、報告します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

T0244 アプリケーションソフ
トウェア、ネットワー
ク、システムセキュ
リティの配置を前述の
とおり行うことを確認
し、偏向を記録し、変
更を訂正する要求され
たアクションを寸証し
ます。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0244 アプリケーションソフ
トウェア、ネットワー
ク、システムセキュ
リティの配置を前述の
とおり行うことを確認
し、偏向を記録し、変
更を訂正する要求され
たアクションを寸証し
ます。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

T0244 アプリケーションソフ
トウェア、ネットワー
ク、システムセキュ
リティの配置を前述の
とおり行うことを確認
し、偏向を記録し、変
更を訂正する要求され
たアクションを寸証し
ます。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0258 適時の検出、識別、起
こり得る攻撃、侵入、
異常・誤用のアクティ
ビティに対するアラー
トにより、これらの
インシデントやイベン
トを無害なアクティビ
ティと区別します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

T0259 悪意のあるアクティビ
ティを識別するため、
継続的なモニタリン
グとシステムアクティ
ビティを分析するサイ
バー防衛ツールを使用
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

opensearch-in-vpc-only Amazon ElasticSearch 
Service (Amazon ES) 
のドメインが Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内にある
ことを確認して、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。Amazon 
ES ドメインを Amazon 
VPC に配置すると、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用せ
ずに、Amazon ES と 
Amazon VPC 内の他の
サービス間の安全な通
信が実現できます。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0262 承認済みの鉄壁の防衛
プリンシパルとプラク
ティスを実行します。
(例: 多様な場所の防衛、
多層防衛、セキュリ
ティの堅牢性)

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

7036

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

opensearch-in-vpc-only Amazon ElasticSearch 
Service (Amazon ES) 
のドメインが Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内にある
ことを確認して、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。Amazon 
ES ドメインを Amazon 
VPC に配置すると、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用せ
ずに、Amazon ES と 
Amazon VPC 内の他の
サービス間の安全な通
信が実現できます。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

T0284 サイバーセキュリティ
関連の新規ツールや
技術を設計・開発しま
す。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

7043

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0306 インシデント管理、
サービスレベル管理、
変更管理、リリース管
理、継続管理、データ
ベースやデータ管理シ
ステムの利用管理を支
援します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

T0306 インシデント管理、
サービスレベル管理、
変更管理、リリース管
理、継続管理、データ
ベースやデータ管理シ
ステムの利用管理を支
援します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0306 インシデント管理、
サービスレベル管理、
変更管理、リリース管
理、継続管理、データ
ベースやデータ管理シ
ステムの利用管理を支
援します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

T0314 システムセキュリティ
のコンテクスト、予
備のシステムセキュ
リティ Concept of 
Operations (CONOPS) 
を開発し、該当する
サイバーセキュリティ
要件に従ってベース
ラインシステムセキュ
リティ要件を定義しま
す。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0314 システムセキュリティ
のコンテクスト、予
備のシステムセキュ
リティ Concept of 
Operations (CONOPS) 
を開発し、該当する
サイバーセキュリティ
要件に従ってベース
ラインシステムセキュ
リティ要件を定義しま
す。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

T0314 システムセキュリティ
のコンテクスト、予
備のシステムセキュ
リティ Concept of 
Operations (CONOPS) 
を開発し、該当する
サイバーセキュリティ
要件に従ってベース
ラインシステムセキュ
リティ要件を定義しま
す。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

T0314 システムセキュリティ
のコンテクスト、予
備のシステムセキュ
リティ Concept of 
Operations (CONOPS) 
を開発し、該当する
サイバーセキュリティ
要件に従ってベース
ラインシステムセキュ
リティ要件を定義しま
す。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0314 システムセキュリティ
のコンテクスト、予
備のシステムセキュ
リティ Concept of 
Operations (CONOPS) 
を開発し、該当する
サイバーセキュリティ
要件に従ってベース
ラインシステムセキュ
リティ要件を定義しま
す。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

T0314 システムセキュリティ
のコンテクスト、予
備のシステムセキュ
リティ Concept of 
Operations (CONOPS) 
を開発し、該当する
サイバーセキュリティ
要件に従ってベース
ラインシステムセキュ
リティ要件を定義しま
す。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0333 サイバー防衛傾向分析
と報告を行います。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

T0333 サイバー防衛傾向分析
と報告を行います。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

T0347 出典データと後続の結
果検証へアクセスしま
す。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0358 特権的アクセスユー
ザーのためのシステム
管理と管理機能を設計
し開発します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

T0358 特権的アクセスユー
ザーのためのシステム
管理と管理機能を設計
し開発します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0358 特権的アクセスユー
ザーのためのシステム
管理と管理機能を設計
し開発します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0358 特権的アクセスユー
ザーのためのシステム
管理と管理機能を設計
し開発します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0358 特権的アクセスユー
ザーのためのシステム
管理と管理機能を設計
し開発します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0358 特権的アクセスユー
ザーのためのシステム
管理と管理機能を設計
し開発します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0358 特権的アクセスユー
ザーのためのシステム
管理と管理機能を設計
し開発します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

T0358 特権的アクセスユー
ザーのためのシステム
管理と管理機能を設計
し開発します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

7056

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

7057

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

T0376 組織の要件に従って、
サイバー従業員管理
プログラムを構築、調
達、実施、アクセスし
ます。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0416 既設の public key 
infrastructure (PKI) ライ
ブラリーを利用し、適
切な場合証明書管理と
暗号化機能を統合する
ことでパブリックキー
を有効にします。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

T0416 既設の public key 
infrastructure (PKI) ライ
ブラリーを利用し、適
切な場合証明書管理と
暗号化機能を統合する
ことでパブリックキー
を有効にします。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

T0416 既設の public key 
infrastructure (PKI) ライ
ブラリーを利用し、適
切な場合証明書管理と
暗号化機能を統合する
ことでパブリックキー
を有効にします。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0416 既設の public key 
infrastructure (PKI) ライ
ブラリーを利用し、適
切な場合証明書管理と
暗号化機能を統合する
ことでパブリックキー
を有効にします。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

T0416 既設の public key 
infrastructure (PKI) ライ
ブラリーを利用し、適
切な場合証明書管理と
暗号化機能を統合する
ことでパブリックキー
を有効にします。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

T0416 既設の public key 
infrastructure (PKI) ライ
ブラリーを利用し、適
切な場合証明書管理と
暗号化機能を統合する
ことでパブリックキー
を有効にします。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0416 既設の public key 
infrastructure (PKI) ライ
ブラリーを利用し、適
切な場合証明書管理と
暗号化機能を統合する
ことでパブリックキー
を有効にします。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

T0416 既設の public key 
infrastructure (PKI) ライ
ブラリーを利用し、適
切な場合証明書管理と
暗号化機能を統合する
ことでパブリックキー
を有効にします。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

T0416 既設の public key 
infrastructure (PKI) ライ
ブラリーを利用し、適
切な場合証明書管理と
暗号化機能を統合する
ことでパブリックキー
を有効にします。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

T0416 既設の public key 
infrastructure (PKI) ライ
ブラリーを利用し、適
切な場合証明書管理と
暗号化機能を統合する
ことでパブリックキー
を有効にします。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

7063

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

T0421 インデックス作成、カ
タログ作成、ストレー
ジ、系統だった組織の
知識へのアクセスを管
理します。(例: ハードコ
ピーの文書、デジタル
ファイル )

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

opensearch-in-vpc-only Amazon ElasticSearch 
Service (Amazon ES) 
のドメインが Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内にある
ことを確認して、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。Amazon 
ES ドメインを Amazon 
VPC に配置すると、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用せ
ずに、Amazon ES と 
Amazon VPC 内の他の
サービス間の安全な通
信が実現できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0475 最小特権と必要最小限
のプリンシパルに基づ
いて十分なアクセス制
御にアクセスします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0489 機密保持、インテグリ
ティ、可用性、認証、
否認防止を確保する
ため確率した手続きに
基づいて、システムセ
キュリティの方策を実
行します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

T0491 組織のスタンダードに
基づいて、システム
ユーザー用のハード
ウェア、ソフトウェ
ア、周辺機器をインス
トールし、設定する。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0491 組織のスタンダードに
基づいて、システム
ユーザー用のハード
ウェア、ソフトウェ
ア、周辺機器をインス
トールし、設定する。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

T0491 組織のスタンダードに
基づいて、システム
ユーザー用のハード
ウェア、ソフトウェ
ア、周辺機器をインス
トールし、設定する。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

T0503 サイバー防衛脅威状況
の最新性を保持し、セ
キュリティ問題がエン
タープライズに影響を
与える可能性のあるの
か断定することで、外
部データの出典をモニ
タリングします。(例: サ
イバー防衛ベンダーサ
イト、コンピュータ緊
急対応チーム、セキュ
リティフォーカス)

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0509 情報セキュリティリス
ク評価を実行します。

annual-risk-assessment-
performed (process 
check)

年に 1 回、組織のリス
ク評価を実施します。
リスク評価は、組織に
影響を及ぼす可能性の
ある特定のリスクや脆
弱性の影響を判断する
のに役立ちます。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon Elasticsearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

7089

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

7091

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elasticsearch Service 
(Amazon ES) ドメイン
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon Elasticsearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elasticsearch Service 
(Amazon ES) ドメイン
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

T0553 悪用機会を減らすた
め、サイバーセキュリ
ティ機能を適用します 
(例: 暗号化、アクセス制
御、アイデンティティ
管理)。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0557 サイバー空間関連の
キー管理機能を統合し
ます。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

T0557 サイバー空間関連の
キー管理機能を統合し
ます。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

T0576 全出典の機密情報にア
クセスし、サイバーオ
ペレーションの目的を
支援するためターゲッ
トを推薦します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon ElasticSearch 
Service (Amazon ES) 
のドメインが Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内にある
ことを確認して、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。Amazon 
ES ドメインを Amazon 
VPC に配置すると、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用せ
ずに、Amazon ES と 
Amazon VPC 内の他の
サービス間の安全な通
信が実現できます。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

7109

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

opensearch-in-vpc-only Amazon ElasticSearch 
Service (Amazon ES) 
のドメインが Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内にある
ことを確認して、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。Amazon 
ES ドメインを Amazon 
VPC に配置すると、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用せ
ずに、Amazon ES と 
Amazon VPC 内の他の
サービス間の安全な通
信が実現できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

T0609 ワイヤレスコンピュー
タとデジタルネット
ワークへのアクセスが
できるようにします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

T0616 ネットワーク内のシス
テムのネットワークス
カウティングと脆弱性
分析を実施します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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T0686 脅威の脆弱性を識別し
ます。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

T0686 脅威の脆弱性を識別し
ます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon Elasticsearch 
service ドメインで
エラーログが有効に
なっていて、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0706 従来の技術や代替技術
を用いたネットワーク
に関する情報を就職活
動します (例: ソーシャ
ルネットワーク分析、
連鎖法の要求、トラ
フィック分析)。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

T0777 ネットワーク、システ
ム管理者、アクティビ
ティを書きます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

T0805 インテリジェンスに基
づく重要なネットワー
クイベントや侵入を報
告します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

T0877 消費者情報のアクセス
権を監督するために、
該当する組織部門と協
力します

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0935 情報セキュリティリス
ク評価を実行します。

annual-risk-assessment-
performed (process 
check)

年に 1 回、組織のリス
ク評価を実施します。
リスク評価は、組織に
影響を及ぼす可能性の
ある特定のリスクや脆
弱性の影響を判断する
のに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0960 システムおよびその動
作環境の変化を監視す
る。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。

T0960 システムおよびその動
作環境の変化を監視す
る。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

T0960 システムおよびその動
作環境の変化を監視す
る。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0960 システムおよびその動
作環境の変化を監視す
る。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

T0960 システムおよびその動
作環境の変化を監視す
る。

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0960 システムおよびその動
作環境の変化を監視す
る。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0960 システムおよびその動
作環境の変化を監視す
る。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0960 システムおよびその動
作環境の変化を監視す
る。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

T0992 継続的なモニタリング
の結果を継続的な認可
にどのように使用する
かを決定します。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

7143

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「800 181」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

T0993 継続的な監視ツールや
技術アクセス制御のプ
ロセスや手順を確立し
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NIST 800 181」で入手できます。

NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、NIST の「1800-25」と、AWS Config マネージドルール間のマッピングの例を示します。各 AWS 
Config が特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の NIST の「1800-25」によるコントロールに関連
付けられます。NIST の「1800-25」によるコントロールを、複数の AWS Config ルールに関連付けること
ができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してくださ
い。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.AM-2 組織内のソフトウェア
プラットフォームとア
プリケーションのイン
ベントリが作成されて
いる

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

ID.AM-2 組織内のソフトウェア
プラットフォームとア
プリケーションのイン
ベントリが作成されて
いる

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-For-NIST-800-181.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

ID.AM-2 組織内のソフトウェア
プラットフォームとア
プリケーションのイン
ベントリが作成されて
いる

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

ID.AM-2 組織内のソフトウェア
プラットフォームとア
プリケーションのイン
ベントリが作成されて
いる

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

ID.AM-2 組織内のソフトウェア
プラットフォームとア
プリケーションのイン
ベントリが作成されて
いる

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.RA-1 アセットの脆弱性が特
定され、ドキュメント
化されている

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

ID.RA-1 アセットの脆弱性が特
定され、ドキュメント
化されている

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

ID.RA-1 アセットの脆弱性が特
定され、ドキュメント
化されている

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.RA-1 アセットの脆弱性が特
定され、ドキュメント
化されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

7160

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

7188

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

PR.DS-6 整合性チェックのメカ
ニズムが、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
および情報の整合性を
検証するために使用さ
れている

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-6 整合性チェックのメカ
ニズムが、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
および情報の整合性を
検証するために使用さ
れている

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.IP-3 設定の変更管理プロセ
スが実施されている

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

PR.IP-3 設定の変更管理プロセ
スが実施されている

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

PR.IP-9 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

response-plan-exists-
maintained (Process 
Check)

インシデント対応計画
が確立および維持さ
れ、責任者に配布され
ていることを確認しま
す。正式にドキュメン
ト化された更新済みの
対応計画を用意するこ
とで、対応する担当者
がインシデントの発生
中に従うべき役割、責
任、プロセスを理解す
ることができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-10 インシデント対応およ
び復旧計画がテストさ
れている

response-plan-tested 
(Process Check)

インシデント対応と復
旧計画がテスト済み
であることを確認し
ます。これにより、イ
ンシデント発生時に計
画が有効であるか、
ギャップや更新に対処
する必要があるかどう
かを理解することがで
きます。

PR.IP-12 脆弱性の管理計画が作
成され、実装されてい
る

vuln-management-plan-
exists (Process Check)

環境の脆弱性に対処す
るためのプロセスを正
式に定義するため、脆
弱性管理計画が策定さ
れ、実施されているこ
とを確認します。これ
には、脆弱性管理ツー
ル、環境スキャンの周
期、役割と責任などが
含まれます。

PR.IP-12 脆弱性の管理計画が作
成され、実装されてい
る

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-12 脆弱性の管理計画が作
成され、実装されてい
る

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

PR.IP-12 脆弱性の管理計画が作
成され、実装されてい
る

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.MA-2 組織のアセットのリ
モートメンテナンスが
承認され、記録され、
不正アクセスを防止す
る方法で実行されてい
る

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

PR.MA-2 組織のアセットのリ
モートメンテナンスが
承認され、記録され、
不正アクセスを防止す
る方法で実行されてい
る

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

PR.PT-1 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

7222

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

7224

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

7225

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

7228

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「1800 25」の運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

DE.CM-8 脆弱性スキャンが実行
されている

vuln-scans-performed 
(Process Check)

コンプライアンス要件
に従って脆弱性スキャ
ンが実行されている
ことを確認します。ス
キャンの周期、使用す
るツール、結果の使用
方法については、組織
が定義する必要があり
ます。

RS.MI-3 新たに特定された脆弱
性が修正されるか、受
け入れられたリスクと
してドキュメント化さ
れている

vuln-mitigated-accepted 
(Process Check)

新たに特定された
脆弱性が修正される
か、受け入れられた
リスクとしてドキュ
メント化されるよ
うにします。AWS 
Security Hub、Amazon 
Guard Duty、Amazon 
Inspector、AWS Config 
などのサービスは、環
境内の脆弱性の特定に
役立ちます。組織のコ
ンプライアンス要件に
従って、脆弱性を修正
するか、リスクとして
承諾する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.MI-3 新たに特定された脆弱
性が修正されるか、受
け入れられたリスクと
してドキュメント化さ
れている

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NIST 1800 25」で入手できます。

NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティ
ス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、NIST の「Cyber Security Framework (CSF)」と、AWS マネージド Config ルール間のマッピング
の例を示します。各 AWS Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の NIST の「CSF」
によるコントロールに関連付けられます。NIST の「CSF」によるコントロールを、複数の Config ルール
に関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の表
を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NIST-1800-25.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ラインが確立され、管
理されている

CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7239

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

7240

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

DE.AE-1 ユーザーとシステムの
ネットワークオペレー
ションと、予測される
データフローのベース
ラインが確立され、管
理されている

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

7241

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-2 検出されたイベント
が、攻撃のターゲット
と方法を理解するため
に分析されている

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

DE.AE-2 検出されたイベント
が、攻撃のターゲット
と方法を理解するため
に分析されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

7242

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

7243

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

7244

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

7245

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

7246

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

DE.AE-3 イベントデータが、複
数のソースとセンサー
から収集され、関連付
けられている

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

DE.AE-4 イベントの影響が判断
されている

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

7247

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-4 イベントの影響が判断
されている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

DE.AE-4 イベントの影響が判断
されている

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

DE.AE-4 イベントの影響が判断
されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

7248

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-4 イベントの影響が判断
されている

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

DE.AE-4 イベントの影響が判断
されている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

7249

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.AE-4 イベントの影響が判断
されている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

DE.AE-4 イベントの影響が判断
されている

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

7250

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-1 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、ネット
ワークがモニタリング
されている

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

DE.CM-1 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、ネット
ワークがモニタリング
されている

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

DE.CM-1 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、ネット
ワークがモニタリング
されている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

7251

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-1 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、ネット
ワークがモニタリング
されている

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

DE.CM-1 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、ネット
ワークがモニタリング
されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

7252

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-1 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、ネット
ワークがモニタリング
されている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

DE.CM-1 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、ネット
ワークがモニタリング
されている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

7253

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-1 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、ネット
ワークがモニタリング
されている

s3-event-notifications-
enabled

Amazon S3 イベント
通知により、バケット
オブジェクトに対する
偶発的または意図的な
変更について、関連す
る担当者に警告できま
す。アラートの例とし
ては、新しいオブジェ
クトの作成、オブジェ
クトの削除、オブジェ
クトの復元、オブジェ
クトの紛失およびレプ
リケートなどが含まれ
ます。

DE.CM-1 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、ネット
ワークがモニタリング
されている

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

DE.CM-1 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、ネット
ワークがモニタリング
されている

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

7254

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-3 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、担当者
のアクティビティがモ
ニタリングされている

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

DE.CM-3 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、担当者
のアクティビティがモ
ニタリングされている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

DE.CM-3 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、担当者
のアクティビティがモ
ニタリングされている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

7255

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-3 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、担当者
のアクティビティがモ
ニタリングされている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

DE.CM-3 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、担当者
のアクティビティがモ
ニタリングされている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

7256

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-3 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、担当者
のアクティビティがモ
ニタリングされている

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

DE.CM-4 悪意のあるコードが検
出されている

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

7257

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-4 悪意のあるコードが検
出されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

DE.CM-5 不正なモバイルコード
が検出されている

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

DE.CM-5 不正なモバイルコード
が検出されている

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

7258

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-5 不正なモバイルコード
が検出されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

DE.CM-5 不正なモバイルコード
が検出されている

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-5 不正なモバイルコード
が検出されている

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

DE.CM-5 不正なモバイルコード
が検出されている

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

7260

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-6 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、外部の
サービスプロバイダー
のアクティビティがモ
ニタリングされている

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

DE.CM-6 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、外部の
サービスプロバイダー
のアクティビティがモ
ニタリングされている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

DE.CM-6 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、外部の
サービスプロバイダー
のアクティビティがモ
ニタリングされている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

7261

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-6 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、外部の
サービスプロバイダー
のアクティビティがモ
ニタリングされている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

DE.CM-6 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、外部の
サービスプロバイダー
のアクティビティがモ
ニタリングされている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

7262

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-6 潜在的なサイバーセ
キュリティイベントを
検出するため、外部の
サービスプロバイダー
のアクティビティがモ
ニタリングされている

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

DE.CM-7 権限のない人員、接
続、デバイス、ソフト
ウェアのモニタリング
が実行されている

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

DE.CM-7 権限のない人員、接
続、デバイス、ソフト
ウェアのモニタリング
が実行されている

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

7263

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-7 権限のない人員、接
続、デバイス、ソフト
ウェアのモニタリング
が実行されている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

DE.CM-7 権限のない人員、接
続、デバイス、ソフト
ウェアのモニタリング
が実行されている

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

DE.CM-7 権限のない人員、接
続、デバイス、ソフト
ウェアのモニタリング
が実行されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

7264

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-7 権限のない人員、接
続、デバイス、ソフト
ウェアのモニタリング
が実行されている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

DE.CM-7 権限のない人員、接
続、デバイス、ソフト
ウェアのモニタリング
が実行されている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.CM-7 権限のない人員、接
続、デバイス、ソフト
ウェアのモニタリング
が実行されている

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

DE.CM-7 権限のない人員、接
続、デバイス、ソフト
ウェアのモニタリング
が実行されている

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

7266

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.DP-4 イベント検出情報が伝
達されている

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

DE.DP-4 イベント検出情報が伝
達されている

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

DE.DP-4 イベント検出情報が伝
達されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

7267

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.DP-4 イベント検出情報が伝
達されている

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

DE.DP-4 イベント検出情報が伝
達されている

s3-event-notifications-
enabled

Amazon S3 イベント
通知により、バケット
オブジェクトに対する
偶発的または意図的な
変更について、関連す
る担当者に警告できま
す。アラートの例とし
ては、新しいオブジェ
クトの作成、オブジェ
クトの削除、オブジェ
クトの復元、オブジェ
クトの紛失およびレプ
リケートなどが含まれ
ます。

7268

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.DP-4 イベント検出情報が伝
達されている

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

DE.DP-4 イベント検出情報が伝
達されている

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

7269

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

DE.DP-5 検出プロセスが継続的
に改善されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

ID.AM-2 組織内のソフトウェア
プラットフォームとア
プリケーションのイン
ベントリが作成されて
いる

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.AM-2 組織内のソフトウェア
プラットフォームとア
プリケーションのイン
ベントリが作成されて
いる

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

ID.AM-2 組織内のソフトウェア
プラットフォームとア
プリケーションのイン
ベントリが作成されて
いる

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

ID.AM-2 組織内のソフトウェア
プラットフォームとア
プリケーションのイン
ベントリが作成されて
いる

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.AM-2 組織内のソフトウェア
プラットフォームとア
プリケーションのイン
ベントリが作成されて
いる

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。

ID.AM-3 組織の通信とデータフ
ローがマッピングされ
ている

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

ID.AM-3 組織の通信とデータフ
ローがマッピングされ
ている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.AM-3 組織の通信とデータフ
ローがマッピングされ
ている

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

ID.AM-3 組織の通信とデータフ
ローがマッピングされ
ている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.AM-3 組織の通信とデータフ
ローがマッピングされ
ている

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

ID.AM-3 組織の通信とデータフ
ローがマッピングされ
ている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.AM-3 組織の通信とデータフ
ローがマッピングされ
ている

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.BE-5 重要なサービスの提供
をサポートするための
回復性の要件が、すべ
ての運用状況に対して
確立されている (強迫/攻
撃中、復旧中、通常の
運用中など)

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

ID.RA-1 アセットの脆弱性が特
定され、ドキュメント
化されている

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。

ID.RA-1 アセットの脆弱性が特
定され、ドキュメント
化されている

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.RA-1 アセットの脆弱性が特
定され、ドキュメント
化されている

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

ID.RA-1 アセットの脆弱性が特
定され、ドキュメント
化されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

ID.RA-2 サイバー脅威インテリ
ジェンスを情報共有
フォーラムやソースか
ら受信しいる

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.RA-3 内部および外部の両方
の脅威が特定され、ド
キュメント化されてい
る

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

ID.RA-3 内部および外部の両方
の脅威が特定され、ド
キュメント化されてい
る

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

ID.RA-5 脅威、脆弱性、可能
性、および影響を、リ
スクを判断するために
使用する

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.RA-5 脅威、脆弱性、可能
性、および影響を、リ
スクを判断するために
使用する

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

ID.RA-5 脅威、脆弱性、可能
性、および影響を、リ
スクを判断するために
使用する

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.RA-5 脅威、脆弱性、可能
性、および影響を、リ
スクを判断するために
使用する

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

ID.SC-4 サプライヤーと第三者
パートナーは、監査、
テスト結果、またはそ
の他の形式の評価を使
用して定期的に評価さ
れ、契約上の義務を果
たしていることを確認
します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

ID.SC-4 サプライヤーと第三者
パートナーは、監査、
テスト結果、またはそ
の他の形式の評価を使
用して定期的に評価さ
れ、契約上の義務を果
たしていることを確認
します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

ID.SC-4 サプライヤーと第三者
パートナーは、監査、
テスト結果、またはそ
の他の形式の評価を使
用して定期的に評価さ
れ、契約上の義務を果
たしていることを確認
します。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

ID.SC-4 サプライヤーと第三者
パートナーは、監査、
テスト結果、またはそ
の他の形式の評価を使
用して定期的に評価さ
れ、契約上の義務を果
たしていることを確認
します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-1 ID と認証情報は、承認
されたデバイス、ユー
ザー、およびプロセス
に対して発行、管理、
検証、取り消し、監査
されている

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

7296

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

7298

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

7299

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7300

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

7301

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

7302

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

7303

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-3 リモートアクセスが管
理されている

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

7304

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

7305

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

7306

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

7307

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

7308

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

PR.AC-6 ID が証明され、認証情
報にバインドされ、や
り取り中にアサートさ
れている

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-6 ID が証明され、認証情
報にバインドされ、や
り取り中にアサートさ
れている

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-7 ユーザー、デバイス、
およびその他のアセッ
トが、トランザクショ
ンのリスク (個人のセ
キュリティおよびプラ
イバシーのリスクやそ
の他の組織のリスクな
ど) に応じて認証されて
いる (単一要素認証、多
要素認証など)

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

7329

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-7 ユーザー、デバイス、
およびその他のアセッ
トが、トランザクショ
ンのリスク (個人のセ
キュリティおよびプラ
イバシーのリスクやそ
の他の組織のリスクな
ど) に応じて認証されて
いる (単一要素認証、多
要素認証など)

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。

PR.AC-7 ユーザー、デバイス、
およびその他のアセッ
トが、トランザクショ
ンのリスク (個人のセ
キュリティおよびプラ
イバシーのリスクやそ
の他の組織のリスクな
ど) に応じて認証されて
いる (単一要素認証、多
要素認証など)

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

PR.AC-7 ユーザー、デバイス、
およびその他のアセッ
トが、トランザクショ
ンのリスク (個人のセ
キュリティおよびプラ
イバシーのリスクやそ
の他の組織のリスクな
ど) に応じて認証されて
いる (単一要素認証、多
要素認証など)

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-7 ユーザー、デバイス、
およびその他のアセッ
トが、トランザクショ
ンのリスク (個人のセ
キュリティおよびプラ
イバシーのリスクやそ
の他の組織のリスクな
ど) に応じて認証されて
いる (単一要素認証、多
要素認証など)

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

PR.AT-1 ユーザー全員への周知
とトレーニングの実施

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

7332

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

7334

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-1 保管中のデータが保護
されている

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

7337

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

PR.DS-2 転送中のデータが保護
されている

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

PR.DS-3 アセットが、削除、転
送、廃棄のすべてにお
いて正式に管理されて
いる

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

7338

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-3 アセットが、削除、転
送、廃棄のすべてにお
いて正式に管理されて
いる

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

PR.DS-3 アセットが、削除、転
送、廃棄のすべてにお
いて正式に管理されて
いる

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

7339

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7340

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

7341

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

7342

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

7343

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

7344

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

7345

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

7346

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

PR.DS-4 十分な容量で可用性が
維持されている

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

7347

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

7348

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

7349

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

7350

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

7351

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

7352

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

7353

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

7354

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

7355

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

PR.DS-5 データ漏洩に対する保
護が実装されている

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

PR.DS-6 整合性チェックのメカ
ニズムが、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
および情報の整合性を
検証するために使用さ
れている

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

7356

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-6 整合性チェックのメカ
ニズムが、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
および情報の整合性を
検証するために使用さ
れている

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

PR.DS-7 開発環境とテスト環境
が本番環境と分離され
ている

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

7357

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-7 開発環境とテスト環境
が本番環境と分離され
ている

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

PR.DS-7 開発環境とテスト環境
が本番環境と分離され
ている

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

PR.DS-7 開発環境とテスト環境
が本番環境と分離され
ている

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

7358

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-7 開発環境とテスト環境
が本番環境と分離され
ている

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

PR.DS-7 開発環境とテスト環境
が本番環境と分離され
ている

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

7359

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

7360

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

PR.IP-1 情報テクノロジー/産業
用コントロールシステ
ムのベースライン設定
は、セキュリティの原
則 (最小限の機能の概念
など) を組み込んで作成
および維持されている

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7361

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-2 システムを管理するシ
ステム開発ライフサイ
クルが実装されている

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

PR.IP-2 システムを管理するシ
ステム開発ライフサイ
クルが実装されている

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。

7362

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-2 システムを管理するシ
ステム開発ライフサイ
クルが実装されている

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

PR.IP-3 設定の変更管理プロセ
スが実施されている

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

PR.IP-3 設定の変更管理プロセ
スが実施されている

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

7363

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7364

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7365

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

7366

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7367

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

PR.IP-4 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

PR.IP-7 保護プロセスが改善さ
れている

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

7368

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

7369

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

7370

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

7372

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-8 保護技術の有効性が共
有されている

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.IP-12 脆弱性の管理計画が作
成され、実装されてい
る

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.IP-12 脆弱性の管理計画が作
成され、実装されてい
る

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

PR.IP-12 脆弱性の管理計画が作
成され、実装されてい
る

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.MA-2 組織のアセットのリ
モートメンテナンスが
承認され、記録され、
不正アクセスを防止す
る方法で実行されてい
る

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

PR.MA-2 組織のアセットのリ
モートメンテナンスが
承認され、記録され、
不正アクセスを防止す
る方法で実行されてい
る

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

7375

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

PR.PT-1 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

7378

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

7380

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

7381

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

PR.PT-1 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに従っ
て決定、ドキュメント
化、実装、レビューさ
れている

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

7382

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

7383

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

7384

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

7385

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

7386

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

7398

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

7399

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

7400

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-4 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7401

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7402

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7403

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

7404

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

7405

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

7406

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

7407

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

PR.PT-5 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

7408

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7409

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

7410

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

7411

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

7412

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

7413

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

7414

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

RC.RP-1 サイバーセキュリティ
インシデント発生時、
または発生後にリカバ
リープランを実行しま
す

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

7415

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.AN-2 インシデントの影響が
把握されている

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

RS.MI-3 新たに特定された脆弱
性が修正されるか、受
け入れられたリスクと
してドキュメント化さ
れている

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

7416

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

7417

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

7418

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST の「CSF」に関する運用上のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

RS.RP-1 インシデント発生中ま
たは発生後に対応計画
が実施される

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NIST CSF」で入手できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NIST-CSF.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

NIST プライバシーフレームワーク v1.0 オペレーショ
ンのベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、NIST の「Privacy Framework」と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示しま
す。各 AWS Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の NIST の「Privcy Framework」
によるコントロールに関連付けられます。NIST の「Privacy Framework」によるコントロールを、複数の 
AWS Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスに
ついては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P7 処理許可と関連する
データ値をデータ要素
とともに送信するメカ
ニズムが確立され、実
施されています。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

CT.DM-P7 処理許可と関連する
データ値をデータ要素
とともに送信するメカ
ニズムが確立され、実
施されています。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

CT.DM-P7 処理許可と関連する
データ値をデータ要素
とともに送信するメカ
ニズムが確立され、実
施されています。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P7 処理許可と関連する
データ値をデータ要素
とともに送信するメカ
ニズムが確立され、実
施されています。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

CT.DM-P7 処理許可と関連する
データ値をデータ要素
とともに送信するメカ
ニズムが確立され、実
施されています。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

CT.DM-P7 処理許可と関連する
データ値をデータ要素
とともに送信するメカ
ニズムが確立され、実
施されています。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P7 処理許可と関連する
データ値をデータ要素
とともに送信するメカ
ニズムが確立され、実
施されています。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

CT.DM-P7 処理許可と関連する
データ値をデータ要素
とともに送信するメカ
ニズムが確立され、実
施されています。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CT.DM-P7 処理許可と関連する
データ値をデータ要素
とともに送信するメカ
ニズムが確立され、実
施されています。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

audit-log-policy-
exists(Process Check)

組織のログ要件を定義
する、監査ログの管理
ポリシーを確立して維
持します。これには監
査ログのレビューと保
持が含まれますが、こ
れらに限定されるわけ
ではありません。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
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NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

CT.DM-P8 監査およびログレコー
ドが、ポリシーに基づ
き、データ最小化の原
則を組み込み決定、ド
キュメント化、実施、
レビューされていま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

ID.DE-P2 データ処理エコシステ
ムの関係者 (サービス
プロバイダー、顧客、
パートナー、製品メー
カー、アプリケーショ
ン開発者など) は、プラ
イバシーリスク評価プ
ロセスを用いて特定さ
れ、優先順位が付けら
れ、評価されます。

annual-risk-assessment-
performed(Process 
Check)

年に 1 回、組織のリス
ク評価を実施します。
リスク評価は、組織に
影響を及ぼす可能性の
ある特定のリスクや脆
弱性の影響を判断する
のに役立ちます。

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

7440

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P1 ID と認証情報は、承
認された個人、プロセ
ス、およびデバイスに
対して発行、管理、検
証、取り消し、監査さ
れている

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

7446

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

7447

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

7448

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

7449

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

7450

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

7451

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

7452

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

7453

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

7454

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

7455

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P3 リモートアクセスが管
理されている

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。

7456

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

7462

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

7464

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

7466

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.AC-P4 最小特権と職務の分離
の原則を組み込むこと
で、アクセス許可およ
び認可が管理されてい
る。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。

PR.AC-P5 ネットワークの整合性
が保護されている (ネッ
トワークの分離、ネッ
トワークのセグメント
化など)。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P6 個人とデバイスはクレ
デンシャルに証明され
拘束され、取引のリス
ク (個人のセキュリティ
やプライバシーリス
ク、その他の組織的リ
スクなど) に見合った認
証が行われます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P6 個人とデバイスはクレ
デンシャルに証明され
拘束され、取引のリス
ク (個人のセキュリティ
やプライバシーリス
ク、その他の組織的リ
スクなど) に見合った認
証が行われます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

PR.AC-P6 個人とデバイスはクレ
デンシャルに証明され
拘束され、取引のリス
ク (個人のセキュリティ
やプライバシーリス
ク、その他の組織的リ
スクなど) に見合った認
証が行われます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

PR.AC-P6 個人とデバイスはクレ
デンシャルに証明され
拘束され、取引のリス
ク (個人のセキュリティ
やプライバシーリス
ク、その他の組織的リ
スクなど) に見合った認
証が行われます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.AC-P6 個人とデバイスはクレ
デンシャルに証明され
拘束され、取引のリス
ク (個人のセキュリティ
やプライバシーリス
ク、その他の組織的リ
スクなど) に見合った認
証が行われます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

7484

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

7485

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

PR.DS-P1 保管中のデータが保護
されている。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

7486

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P2 転送中のデータが保護
されている

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

PR.DS-P2 転送中のデータが保護
されている

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

PR.DS-P2 転送中のデータが保護
されている

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

PR.DS-P2 転送中のデータが保護
されている

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

7487

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P2 転送中のデータが保護
されている

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

7488

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

7489

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

7490

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

7491

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

7492

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

7493

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

7494

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

7495

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

7496

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7497

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

7498

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7499

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P4 十分な容量で可用性が
維持されている。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

7500

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

7501

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

7502

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

7503

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

7504

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

7505

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

PR.DS-P5 データ漏洩に対する保
護が実装されている。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

PR.DS-P6 整合性チェックのメカ
ニズムが、ソフトウェ
ア、ファームウェア、
および情報の整合性を
検証するために使用さ
れている。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.MA-P2 組織のアセットのリ
モートメンテナンスが
承認され、記録され、
不正アクセスを防止す
る方法で実行されてい
る。

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。

PR.MA-P2 組織のアセットのリ
モートメンテナンスが
承認され、記録され、
不正アクセスを防止す
る方法で実行されてい
る。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

PR.PO-P1 情報テクノロジーの
ベースライン設定は、
セキュリティの原則 (最
小限の機能の概念など) 
を組み込んで作成およ
び維持されている

cloudtrail-security-trail-
enabled

このルールでは、複数
の設定が有効になっ
ていることをチェッ
クすることで、AWS 
CloudTrail で AWS が推
奨するセキュリティの
ベストプラクティスが
使用されるようになり
ます。これには、ログ
暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョン
での AWS CloudTrail の
有効化が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P1 情報テクノロジーの
ベースライン設定は、
セキュリティの原則 (最
小限の機能の概念など) 
を組み込んで作成およ
び維持されている

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

PR.PO-P1 情報テクノロジーの
ベースライン設定は、
セキュリティの原則 (最
小限の機能の概念など) 
を組み込んで作成およ
び維持されている

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

PR.PO-P1 情報テクノロジーの
ベースライン設定は、
セキュリティの原則 (最
小限の機能の概念など) 
を組み込んで作成およ
び維持されている

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P1 情報テクノロジーの
ベースライン設定は、
セキュリティの原則 (最
小限の機能の概念など) 
を組み込んで作成およ
び維持されている

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

PR.PO-P1 情報テクノロジーの
ベースライン設定は、
セキュリティの原則 (最
小限の機能の概念など) 
を組み込んで作成およ
び維持されている

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P1 情報テクノロジーの
ベースライン設定は、
セキュリティの原則 (最
小限の機能の概念など) 
を組み込んで作成およ
び維持されている

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.PO-P1 情報テクノロジーの
ベースライン設定は、
セキュリティの原則 (最
小限の機能の概念など) 
を組み込んで作成およ
び維持されている

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

AT-1: PR.PO-P10 脆弱性の管理計画が作
成され、実装されてい
る

vuln-management-plan-
exists (Process Check)

環境の脆弱性に対処す
るためのプロセスを正
式に定義するため、脆
弱性管理計画が策定さ
れ、実施されているこ
とを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P2 設定の変更管理プロセ
スが確立され、実施さ
れている

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

PR.PO-P2 設定の変更管理プロセ
スが確立され、実施さ
れている

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P3 情報のバックアップが
実施、維持、テストさ
れている。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7525

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

7526

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7527

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

7528

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

7529

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PO-P7 対応計画 (インシデント
対応やビジネス継続性) 
と復旧計画 (インシデン
ト復旧や災害対策) が実
施され、管理されてい
る

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PO-P8 インシデント対応およ
び復旧計画がテストさ
れている

response-plan-
tested(Process Check)

インシデント対応と復
旧計画がテスト済み
であることを確認し
ます。これにより、イ
ンシデント発生時に計
画が有効であるか、
ギャップや更新に対処
する必要があるかどう
かを理解することがで
きます。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

7530

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

7531

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

PR.PT-P3 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

7532

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

7533

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

7536

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

PR.PT-P2 重要な機能のみを提供
するようにシステムを
設定することで、最小
限の機能の原則が組み
込まれている。

redshift-enhanced-vpc-
routing-enabled

拡張された VPC の
ルーティングにより、
クラスターとデータ
リポジトリ間のすべ
ての COPY および 
UNLOAD トラフィッ
クが、Amazon VPC を
通過するよう強制され
ます。その後、セキュ
リティグループやネッ
トワークアクセスコ
ントロールリストなど
の VPC 機能を使用し
て、ネットワークトラ
フィックを保護するこ
とができます。VPC 
フローログを使用し
てネットワークトラ
フィックをモニタリ
ングすることもできま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

PR.PT-P3 通信およびコントロー
ルネットワークが保護
されている。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

7554

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NIST プライバシーフレームワーク v1.0 
オペレーションのベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

PR.PT-P4 平常時および不都合な
状況において、回復性
の要件を満たすための
メカニズム (フェイル
セーフ、ロードバラン
シング、ホットスワッ
プなど) が実装されてい
る。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NIST Privacy Framework v1.0」で入手できま
す。

NYDFS 23 の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NIST-Privacy-Framework.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、New York State Department Of Financial Services (NYDFS) の「cybersecurity requirements for 
financial services companies (23 NYCRR 500)」と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例
を示します。各 AWS Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の米国の NYDFS によ
るコントロールに関連付けられます。米国の「NYDFS 23 NYCRR 500」によるコントロールを、複数の 
Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについて
は、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
化を有効にしてデータ
を保護します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。

7573
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

500.02 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラム 各対象
エンティティは、対象
エンティティの情報シ
ステムの機密性、完全
性、可用性を保護する
ために設計されたサイ
バーセキュリティプロ
グラムを維持するもの
とします。

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

ec2-imdsv2-check Instance Metadata 
Service Version 2 
(IMDSv2) メソッド
が有効になってい
ることを確認する
ことで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のインス
タンスメタデータのア
クセスとコントロール
を保護します。IMDSv2 
メソッドでは、セッ
ションベースのコン
トロールを使用しま
す。IMDSv2 を使用する
と、インスタンスメタ
データへの変更を制限
するためのコントロー
ルを実装できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

7586
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

500.02 (b)(2) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(2) 対象エンティティの
情報システムと、それ
らの情報システムに保
存されている非公開の
情報を、不正なアクセ
ス、使用、その他の悪
意のある行為から保護
するため、防御的なイ
ンフラストラクチャを
使用してポリシーと手
順を実装します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

500.02 (b)(3) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(3) サイバーセキュリ
ティイベントを検知す
る。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.02 (b)(5) (b) サイバーセキュリ
ティプログラムは、対
象エンティティのリス
ク評価に基づき、中核
となる以下のサイバー
セキュリティ機能を実
行するように設計され
ているものとします。
(5) サイバーセキュリ
ティイベントから回復
し、通常の運用とサー
ビスを復旧する。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

500.05 各対象エンティティの
サイバーセキュリティ
プログラムは、対象
エンティティのリスク
評価に従って開発され
た、対象エンティティ
のサイバーセキュリ
ティプログラムの有効
性を評価するために設
計された監視およびテ
ストを含むものとしま
す。監視および試験に
は、継続的な監視また
は定期的な侵入試験お
よび脆弱性評価を含む
ものとします。効果的
な継続的監視、または
脆弱性を生じさせるか
示唆する可能性のある
情報システムの変化を
継続的に検出する他の
システムがない場合、
対象となるエンティ
ティは以下を実施する
ものとする。(a) リスク
評価に基づいて特定さ
れた関連リスクに基づ
き、毎年決定されるエ
ンティティの情報シス
テムの年次侵入テスト 
(b) リスク評価に基づ
いてエンティティの情
報システムにおける公
に知られたサイバーセ
キュリティ上の脆弱性
を特定するために合理
的に設計された情報シ
ステムの体系的スキャ
ンまたはレビューなど
の年2回の脆弱性アセス
メント。

vuln-management-plan-
exists (process check)

環境の脆弱性に対処す
るためのプロセスを正
式に定義するため、脆
弱性管理計画が策定さ
れ、実施されているこ
とを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

7613

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.06 (b) (b) 各対象エンティティ
は、本パートのセク
ション 500.06 (a)(1) で
要求される記録を 5 年
以上維持し、本パート
のセクション 500.06 (a)
(2) で要求される記録を 
3 年以上維持するものと
します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

500.06 (a) (a) 各対象エンティティ
は、適用可能な範囲
で、そのリスク評価に
基づいてシステムを安
全に維持するものとし
ます。(1) 対象エンティ
ティによる通常の運用
と義務を十分にサポー
トするため、重要な金
融取引を再構築するよ
うに設計されている。
(2) 対象エンティティ
の通常の運用の重要な
側面に、重大な損害を
与える合理的な可能性
のあるサイバーセキュ
リティイベントを検知
し、これに対応するよ
うに設計された監査証
跡が含まれている。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

タスク定義に昇格した
権限がある場合は、お
客様がそれらの設定に
特別にオプトインして
いることが原因です。
このコントロールで
は、タスク定義でホス
トネットワークが有効
になっており、お客様
が昇格した権限にオプ
トインしていない場合
に、予期しない権限の
昇格が発生しないかど
うかを確認します。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

7621

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

500.07 サイバーセキュリティ
プログラムの一環と
して、各対象エンティ
ティは、対象エンティ
ティのリスク評価に基
づき、非公開の情報へ
のアクセスを提供する
情報システムへのユー
ザのアクセス許可を制
限するとともに、それ
らのアクセス許可を定
期的に見直すものとし
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.8 (a) (a) 各対象エンティティ
のサイバーセキュリ
ティプログラムには、
対象エンティティが
利用する自社開発アプ
リケーションにおいて
安全な開発手法を使用
するために設計された
書面による手順、ガイ
ドライン、標準、およ
び対象エンティティが
利用する外部開発アプ
リケーションのセキュ
リティを対象エンティ
ティのテクノロジー環
境のコンテキストで評
価、査定、またはテス
トするための手順が含
まれるものとします。

codebuild-project-
envvar-awscred-check

AWS Codebuild プ
ロジェクト環境内
に、認証情報である 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
が存在しないことを
確認します。これらの
変数をクリアテキスト
で保存しないでくださ
い。これらの変数をク
リアテキストで保存す
ると、意図しないデー
タ漏えいや不正アクセ
スを招く可能性があり
ます。

500.8 (a) (a) 各対象エンティティ
のサイバーセキュリ
ティプログラムには、
対象エンティティが
利用する自社開発アプ
リケーションにおいて
安全な開発手法を使用
するために設計された
書面による手順、ガイ
ドライン、標準、およ
び対象エンティティが
利用する外部開発アプ
リケーションのセキュ
リティを対象エンティ
ティのテクノロジー環
境のコンテキストで評
価、査定、またはテス
トするための手順が含
まれるものとします。

codebuild-project-
source-repo-url-check

GitHub または Bitbucket 
のソースレポジト
リの URL に、AWS 
Codebuild プロジェク
ト環境内の個人用のア
クセストークン、サイ
ンイン認証情報が含ま
れていないことを確認
します。GitHub または 
Bitbucket リポジトリへ
のアクセス認可を付与
するには、個人のアク
セストークンまたはサ
インイン認証情報では
なく、OAuth を使用し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.09 (a) 対象となるエンティ
ティは、本編で要求さ
れるサイバーセキュ
リティプログラムの設
計に情報を提供するの
に十分な対象エンティ
ティの情報システム
のリスク評価を定期
的に実施するものとし
ます。当該リスク評価
は、対象エンティティ
の情報システム、非公
開情報または事業運営
の変更に対処するため
に合理的に必要な場合
には、更新されるもの
とします。対象となる
エンティティのリスク
評価は、技術開発およ
び進化する脅威に対応
するための統制の改訂
を可能にし、サイバー
セキュリティ、収集ま
たは保存された非公開
情報、利用される情報
システム、非公開情報
および情報システムを
保護するための統制の
利用可能性と有効性に
関する対象となるエン
ティティの事業運営の
特定のリスクを検討し
なければなりません。

annual-risk-assessment-
performed (process 
check)

年に 1 回、組織のリス
ク評価を実施します。
リスク評価は、組織に
影響を及ぼす可能性の
ある特定のリスクや脆
弱性の影響を判断する
のに役立ちます。

7635



AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.12 (a) 多要素認証 各対象
エンティティは、そ
のリスク評価に基づ
き、非公開の情報また
は情報システムへの不
正なアクセスを防止す
るため、多要素認証ま
たはリスクベースの認
証などの効果的なコン
トロールを行うものと
します。(b) 外部ネッ
トワークから対象エン
ティティの内部ネット
ワークにアクセスする
個人に対しては、多要
素認証を使用するもの
とする。ただし、合理
的に同等かそれ以上に
安全なアクセスコント
ロールの使用が、対象
エンティティの CISO 
により書面にて承認さ
れた場合はこの限りで
はありません。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

500.12 (a) 多要素認証 各対象
エンティティは、そ
のリスク評価に基づ
き、非公開の情報また
は情報システムへの不
正なアクセスを防止す
るため、多要素認証ま
たはリスクベースの認
証などの効果的なコン
トロールを行うものと
します。(b) 外部ネッ
トワークから対象エン
ティティの内部ネット
ワークにアクセスする
個人に対しては、多要
素認証を使用するもの
とする。ただし、合理
的に同等かそれ以上に
安全なアクセスコント
ロールの使用が、対象
エンティティの CISO 
により書面にて承認さ
れた場合はこの限りで
はありません。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.12 (a) 多要素認証 各対象
エンティティは、そ
のリスク評価に基づ
き、非公開の情報また
は情報システムへの不
正なアクセスを防止す
るため、多要素認証ま
たはリスクベースの認
証などの効果的なコン
トロールを行うものと
します。(b) 外部ネッ
トワークから対象エン
ティティの内部ネット
ワークにアクセスする
個人に対しては、多要
素認証を使用するもの
とする。ただし、合理
的に同等かそれ以上に
安全なアクセスコント
ロールの使用が、対象
エンティティの CISO 
により書面にて承認さ
れた場合はこの限りで
はありません。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

500.12 (a) 多要素認証 各対象
エンティティは、そ
のリスク評価に基づ
き、非公開の情報また
は情報システムへの不
正なアクセスを防止す
るため、多要素認証ま
たはリスクベースの認
証などの効果的なコン
トロールを行うものと
します。(b) 外部ネッ
トワークから対象エン
ティティの内部ネット
ワークにアクセスする
個人に対しては、多要
素認証を使用するもの
とする。ただし、合理
的に同等かそれ以上に
安全なアクセスコント
ロールの使用が、対象
エンティティの CISO 
により書面にて承認さ
れた場合はこの限りで
はありません。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.12 (a) 多要素認証 各対象
エンティティは、そ
のリスク評価に基づ
き、非公開の情報また
は情報システムへの不
正なアクセスを防止す
るため、多要素認証ま
たはリスクベースの認
証などの効果的なコン
トロールを行うものと
します。(b) 外部ネッ
トワークから対象エン
ティティの内部ネット
ワークにアクセスする
個人に対しては、多要
素認証を使用するもの
とする。ただし、合理
的に同等かそれ以上に
安全なアクセスコント
ロールの使用が、対象
エンティティの CISO 
により書面にて承認さ
れた場合はこの限りで
はありません。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
アラームは、メトリ
クスが指定された評価
期間数のしきい値を
超えたときにアラーム
で警告します。アラー
ムは、メトリクスや式
の値が複数の期間にわ
たって特定のしきい値
を超えた場合に 1 つ以
上のアクションを実行
します。このルールに
は、alarmActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、insufficientDataActionRequired 
(Config デフォルト: 
True)、okActionRequired 
(Config デフォルト: 
False) の値が必要で
す。実際の値には、環
境に合わせたアラーム
のアクションを反映す
る必要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。

500.14 (a) (a) 権限のあるユーザー
のアクティビティを監
視し、権限のあるそれ
らのユーザーによる非
公開の情報への不正な
アクセスや使用、また
は改ざんを検知するた
めに設計された、リス
クベースのポリシー、
手順、および管理を実
装します。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.14 (b) サイバーセキュリティ
プログラムの一環とし
て、対象となる各エン
ティティは以下を行う
ものとします。(b) 対象
となるエンティティが
リスク評価で特定した
リスクを反映するため
に更新されたサイバー
セキュリティ意識向上
トレーニングを、すべ
ての人員に対して定期
的に提供します。

security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

api-gw-cache-enabled-
and-encrypted

保管中のデータを保護
するため、API Gateway 
ステージのキャッシュ
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。機密データは API 
のメソッドでキャプ
チャされる可能性があ
るため、保管時の暗号
化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

dynamodb-table-
encrypted-kms

Amazon DynamoDB 
テーブルで、暗号化が
有効になっているこ
とを確認します。これ
らのテーブルには機密
データが含まれている
可能性があるため、
保管時の暗号化を有
効にしてデータを保護
します。デフォルトで
は、DynamoDB のテー
ブルは AWS が所有す
るカスタマーマスター
キー (CMK) で暗号化さ
れます。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

redshift-cluster-kms-
enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。Redshift クラス
ターには機密データが
含まれている可能性が
あるため、保管時の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html


AWS Config デベロッパーガイド
NYDFS 23 の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

codebuild-project-
artifact-encryption

機密性のある保管中の
データを保護するた
め、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗
号化が有効になってい
ることを確認します。

500.15 (a) (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
環として、各対象エン
ティティは、リスク評
価に基づき、対象エン
ティティが保有または
転送する非公開の情報
を外部ネットワーク上
で転送中および保管中
の両方で保護するため
の、暗号化を含むコン
トロールを実装するも
のとします。

kinesis-stream-
encrypted

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号
化が有効になっている
ことを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

500.16 (a) サイバーセキュリ
ティプログラムの一
部として、対象となる
各エンティティは、対
象エンティティの情報
システムの機密性、完
全性もしくは可用性、
または対象となるエン
ティティの事業もしく
は運営のいかなる側面
の継続的機能に重大な
影響を及ぼすサイバー
セキュリティ事象に迅
速に対応し、そこから
回復するように設計さ
れた書面による事故対
応計画を策定するもの
とします。

response-plan-exists-
maintained (process 
check)

インシデント対応計画
が確立および維持さ
れ、責任者に配布され
ていることを確認しま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for NYDFS 23」で入手できます。

NZISM 運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下は、ニュージーランド政府通信セキュリティ局 (GCSB) の情報セキュリティマニュアル (NZISM) 
2022-09 バージョン 3.6と AWS マネージド Config のルールとの対応付けの例です。各 Config ルールが特
定の AWS リソースに適用され、1 つ以上の「ISM」によるコントロールに関連付けられます。「ÑZISM」
によるコントロールを、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する
詳細およびガイダンスについては、以下の表を参照してください。

このコンフォーマンスパックのサンプルテンプレートは、NZISM フレームワーク内のコントロールへの
マッピングを含んでおり、これは、人員、情報および物理的セキュリティの管理に対するニュージーラン
ド政府の期待値を定めた保護セキュリティ要件 (PSR) フレームワークの不可欠な部分です。

The NZISM is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 New Zealand licence, available at
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 著作権については、「NZISM New Zealand Information 
Security Manual｜法律、プライバシー、著作権」に記載されています。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、アジアパシフィック (香港)、
中東 (バーレーン)、南米 (サンパウロ) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての 
AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1149 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NYDFS-23-NYCRR-500.yaml
https://www.nzism.gcsb.govt.nz/ism-document
https://www.nzism.gcsb.govt.nz/ism-document
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.nzism.gcsb.govt.nz/legal-privacy-and-copyright/
https://www.nzism.gcsb.govt.nz/legal-privacy-and-copyright/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

1149 ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

1149 ecs-containers-nonprivileged 最小特権の原則の実装を支
援するため、Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) 
タスク定義では拡張された特権
を有効にしないでください。こ
のパラメータが true のとき、コ
ンテナには、ホストコンテナイ
ンスタンスに対する昇格された
アクセス権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

1149 ecs-containers-readonly-access Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アクセスを有
効にすると、最小特権のプリン
シパルを遵守するのに役立ちま
す。このオプションにより、明
示的な読み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナインスタ
ンスのファイルシステムを変更
できないため、攻撃ベクトルを
減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1149 ec2-hardening-and-state-
management (Process Check)

EC2サーバーイメージの構築プロ
セスとステートマネージャーア
ソシエーションをハード化し、
不要なコンポーネントやサー
ビスを削除し、マルウェア対策
ソフトウェアやログエージェン
トをインストールするように設
定。

1661 cloudfront-default-root-object-
configured

このコントロールは、Amazon 
CloudFront ディストリビュー
ションがデフォルトのルート
オブジェクトである特定のオ
ブジェクトを返すように設定
されているかどうかをチェック
します。CloudFront ディスト
リビューションにデフォルトの
ルートオブジェクトが設定され
ていない場合、コントロールは
失敗します。ユーザーは、ディ
ストリビューション内のオブ
ジェクトではなく、ディストリ
ビューションのルート URL を
要求することがあります。こ
の場合、デフォルトのルートオ
ブジェクトを指定することで、
ウェブディストリビューション
のコンテンツの漏洩を防止でき
ます。このルールは us-east-1 
リージョンで適用する必要があ
ります。

1667 acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

1667 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-default-root-object-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-default-root-object-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1841 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

1841 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

1841 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

1841 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1847 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

1847 cloudfront-viewer-policy-https このコントロールは、Amazon 
CloudFront ディストリビュー
ションで視聴者が HTTPS 
を直接使用する必要性、ま
たはリダイレクトを使用す
るかどうかをチェックしま
す。ViewerProtocolPolicy が 
defaultCacheBehavior または 
cacheBehaviors の allow-all に設
定されている場合、コントロー
ルは失敗します。HTTPS (TLS) 
を使用すると、潜在的な攻撃
者が中間者攻撃または同様の攻
撃を使用してネットワークトラ
フィックを盗聴または操作する
ことを防止できます。HTTPS 
(TLS) 経由の暗号化された接続の
みを許可する必要があります。
このルールは us-east-1 リージョ
ンで適用する必要があります。

1847 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

1847 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-viewer-policy-https.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1847 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

1858 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1893 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

1893 federate-with-central-idp 
(Process Check)

AWS リソースへのアクセスを
必要とする従業員 ID は、AWS 
SSO とフェデレートされたセン
トラル IdP で認証します。中央
のIdPは、3回ログオンが失敗す
るとシステムユーザーをロック
アウトします。

1946 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。

1946 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1998 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

1998 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

1998 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

2013 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

2013 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2013 cloudfront-accesslogs-enabled このコントロールは、CloudFront 
ディストリビューションでサー
バーアクセスのログ記録が有効
になっているかどうかをチェッ
クします。ディストリビュー
ションでアクセスのログ記録が
有効でない場合、コントロール
は失敗します。CloudFront アク
セスログは、CloudFront が受信
するすべてのユーザーリクエス
トに関する詳細情報を提供しま
す。各ログには、リクエストが
受信された日時、リクエストを
行ったビューワーの IP アドレ
ス、リクエストソース、ビュー
ワーからのリクエストポート番
号などの情報が含まれます。こ
れらのログは、セキュリティ監
査やアクセス監査、証拠調査な
どのアプリケーションに役立ち
ます。このルールは us-east-1 
リージョンで適用する必要があ
ります。

2013 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

2013 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-accesslogs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2013 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

2022 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

2022 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

2028 cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2082 api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するに
は、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。本番
稼働前の環境では免除を受ける
ことができます。

2082 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

2082 ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

2082 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

2082 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

2082 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

2082 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2082 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

2082 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

2082 s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

2082 s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

2091 alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

2091 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2091 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

2598 elb-custom-security-policy-ssl-
check

転送中のデータを保護するた
め、Classic ElasticLoadBalancer 
SSL のリスナーがカスタムセ
キュリティポリシーを使用し
ていることを確認します。こ
れらのポリシーは、システム
間の暗号化されたネットワー
ク通信を実現するための、さま
ざまな高強度の暗号化アルゴリ
ズムを提供します。このルール
では、SSL リスナーにカスタ
ムセキュリティポリシーを設
定する必要があります。デフォ
ルトのセキュリティポリシー
は、Protocol-TLSv1.2、ECDHE-
ECDSA-AES128-GCM-SHA256 
です。

2600 elb-custom-security-policy-ssl-
check

転送中のデータを保護するた
め、Classic ElasticLoadBalancer 
SSL のリスナーがカスタムセ
キュリティポリシーを使用し
ていることを確認します。こ
れらのポリシーは、システム
間の暗号化されたネットワー
ク通信を実現するための、さま
ざまな高強度の暗号化アルゴリ
ズムを提供します。このルール
では、SSL リスナーにカスタ
ムセキュリティポリシーを設
定する必要があります。デフォ
ルトのセキュリティポリシー
は、Protocol-TLSv1.2、ECDHE-
ECDSA-AES128-GCM-SHA256 
です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-custom-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-custom-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-custom-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-custom-security-policy-ssl-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2726 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

3021 cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

3021 kms-cmk-for-each-data-
classification (Process Check)

少なくとも 1 つの KMS カスタ
マーマスターキー (CMK) が分類
ごとに定義されており、CMKは
その分類で保存されているすべ
てのデータを暗号化するために
使用されています。

3205 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。

3449 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

3449 ecr-private-image-scanning-
enabled

Amazon Elastic Container 
Repository (ECR) イメージス
キャニングは、コンテナイメー
ジ内のソフトウェアの脆弱性を
特定するのに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージスキャン
を有効にすると、保存されてい
るイメージの整合性と安全性を
検証するレイヤーが追加されま
す。

3449 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

3451 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

3451 ec2-critical-security-patch-auto-
approval (Process Check)

Windows および Linux のパッ
チベースラインが設定されてお
り、重要なセキュリティパッチ
をリリース後 2 日以内に自動承
認することができるようになり
ました。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

3452 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

3452 elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。

3452 rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

3453 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

3453 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

3562 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

3562 cloudfront-associated-with-waf このコントロールは、CloudFront 
ディストリビューションが AWS 
WAF または AWS WAFv2 ウェ
ブ ACL のいずれかと関連付け
られているかどうかをチェック
します。ディストリビューショ
ンがウェブ ACL に関連付けら
れていない場合、コントロール
は失敗します。AWSWAF は、
ウェブアプリケーションと API 
を攻撃から保護するウェブア
プリケーションファイアウォー
ルです。これで、ウェブアク
セスコントロールリスト (ウェ
ブ ACL) と呼ばれる一連のルー
ルを設定することができます。
このルールは、ユーザーが定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
します。CloudFront ディストリ
ビューションを悪意のある攻撃
から保護するために、AWS WAF 
ウェブ ACL に関連付けられてい
ることを確認しください。この
ルールは us-east-1 リージョンで
適用する必要があります。

3562 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

3562 ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

3562 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

3562 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

3562 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

3562 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

3562 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

3562 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

3562 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

3562 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

3562 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

3562 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

3562 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

3562 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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NZISM 運用のベストプラクティス 

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

3562 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

3623 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

3623 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

3623 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

3623 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。

3815 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

3875 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

3875 securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

4333 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。

4441 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

4441 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

4441 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

4441 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

4441 rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

4441 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

4441 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

4445 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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4445 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

4829 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
は AWS Application Auto Scaling 
サービスを使用し、ユーザーに
代わって、実際のトラフィック
パターンに自動的に応答するプ
ロビジョンドスループットキャ
パシティを調節します。これに
より、テーブルまたはグローバ
ルセカンダリインデックスで、
プロビジョンされた読み取り
および書き込みの容量が拡張さ
れ、トラフィックの急激な増加
をスロットリングなしで処理で
きるようになります。

4829 elb-cross-zone-load-balancing-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) の
クロスゾーン負荷分散を有効に
して、十分な容量と可用性を維
持します。クロスゾーン負荷分
散により、有効な各アベイラビ
リティーゾーンで同じインスタ
ンス数を維持する必要性が軽減
されます。また、1 つ以上のイン
スタンスの消失を処理するアプ
リケーションの能力が向上しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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4829 rds-cluster-multi-az-enabled Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) クラス
ターでは、マルチ AZ レプリ
ケーションを有効にして、格納
されるデータの可用性をサポー
トする必要があります。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

4829 rds-multi-az-support Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートにより、デー
タベースインスタンスの可用
性と耐久性が強化されます。マ
ルチ AZ のデータベースインス
タンスをプロビジョニングする
と、Amazon RDS はプライマリ
データベースのインスタンスを
自動的に作成し、別のアベイラ
ビリティーゾーンのスタンバイ
インスタンスにデータを同期的
にレプリケートします。各アベ
イラビリティーゾーンは、物理
的に独立した独自のインフラス
トラクチャで実行されますが、
高度な信頼性を実現できるよう
設計されています。インフラス
トラクチャに障害が発生した場
合、Amazon RDS ではスタンバ
イへの自動フェイルオーバーが
実行されるため、フェイルオー
バーが完了するとすぐにデータ
ベース運用を再開できます。

4838 cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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4838 ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

4838 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

4838 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

4838 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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4839 dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。

4839 efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

4839 elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

4839 elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

4839 elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

4839 encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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4839 opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

4839 opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

4839 rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

4839 rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

4839 redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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4839 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

4839 s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

4839 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

4839 sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

4839 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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4839 sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

4849 db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。

4849 dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

4849 dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。

7688

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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4849 ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

4849 efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

4849 elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

4849 rds-cluster-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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4849 rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

4849 rds-instance-deletion-protection-
enabled

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで、削除保護が有効になっ
ていることを確認します。削
除保護を使用すると、Amazon 
RDS インスタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って削除され
ることでアプリケーションの可
用性が失われることを防ぐこと
ができます。

4849 redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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4849 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

6843 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

6843 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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6852 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

6852 federate-with-central-idp 
(Process Check)

AWS リソースへのアクセスを
必要とする従業員 ID は、AWS 
SSO とフェデレートされたセン
トラル IdP で認証します。中央
の IdP は、3回ログオンが失敗す
るとシステムユーザーをロック
アウトします。

6860 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

6860 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

6861 cloudtrail-security-trail-enabled このルールでは、複数の設定が
有効になっていることをチェッ
クすることで、AWS CloudTrail 
で AWS が推奨するセキュリティ
のベストプラクティスが使用さ
れるようになります。これに
は、ログ暗号化の使用、ログ検
証、複数のリージョンでの AWS 
CloudTrail の有効化が含まれま
す。

6953 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

6953 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

7436 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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7436 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

7436 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

7436 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

7437 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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7437 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。

7437 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

7437 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

7466 alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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7466 dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

7466 ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。

7466 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

7466 elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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7466 emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。

7466 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

7466 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

7466 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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7466 opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
のドメインが Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 内
にあることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、
そして VPN 接続を必要とせず
に、Amazon OpenSearch と 
Amazon VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通信が可能
になります。

7466 rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

7466 redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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7466 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

7466 sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

7466 ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

7466 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

7466 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

7496 api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

7496 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

7496 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

7496 cloudfront-accesslogs-enabled このコントロールは、CloudFront 
ディストリビューションでサー
バーアクセスのログ記録が有効
になっているかどうかをチェッ
クします。ディストリビュー
ションでアクセスのログ記録が
有効でない場合、コントロール
は失敗します。CloudFront アク
セスログは、CloudFront が受信
するすべてのユーザーリクエス
トに関する詳細情報を提供しま
す。各ログには、リクエストが
受信された日時、リクエストを
行ったビューワーの IP アドレ
ス、リクエストソース、ビュー
ワーからのリクエストポート番
号などの情報が含まれます。こ
れらのログは、セキュリティ監
査やアクセス監査、証拠調査な
どのアプリケーションに役立ち
ます。このルールは us-east-1 
リージョンで適用する必要があ
ります。

7496 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-accesslogs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

7496 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

7496 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

7496 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for 」で入手できます。

PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 3.2.1 と AWS マネージド Config ルー
ル間のマッピングの例を示します。各 AWS Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つ以上
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NZISM.yaml
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PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

の「PCI DSS」によるコントロールに関連付けられます。「PCI DSS」によるコントロールを、複数の 
Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについて
は、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、南米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンの
サポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

alb-desync-mode-check HTTP Desync の脆弱
性からアプリケーショ
ンを保護するには、
アプリケーションロー
ドバランサーで HTTP 
Desync 軽減モードが
有効になっているこ
とを確認してくださ
い。HTTP Desync の問
題はリクエストスマグ
リングにつながり、ア
プリケーションがリク
エストキューやキャッ
シュポイズニングに対
して脆弱になる可能性
があります。Desync 軽
減モードの種類は、モ
ニタリングモード、防
御モード、厳密モード
です。防御モードがデ
フォルトです。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

netfw-stateless-rule-
group-not-empty

AWS Network Firewall 
ルールグループには、
ファイアウォールが 
VPC 内のトラフィッ
クを処理する方法を
定義するルールが含ま
れています。ファイア
ウォールポリシーに空
のステートレスルール
グループが存在する場
合、トラフィックは処
理されません。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.2.1 カード会員データ環境
に必要なインバウン
ドおよびアウトバウン
ドトラフィックを制限
し、特に他のすべての
トラフィックを拒否し
ます。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

alb-desync-mode-check HTTP Desync の脆弱
性からアプリケーショ
ンを保護するには、
アプリケーションロー
ドバランサーで HTTP 
Desync 軽減モードが
有効になっているこ
とを確認してくださ
い。HTTP Desync の問
題はリクエストスマグ
リングにつながり、ア
プリケーションがリク
エストキューやキャッ
シュポイズニングに対
して脆弱になる可能性
があります。Desync 軽
減モードの種類は、モ
ニタリングモード、防
御モード、厳密モード
です。防御モードがデ
フォルトです。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

netfw-stateless-rule-
group-not-empty

AWS Network Firewall 
ルールグループには、
ファイアウォールが 
VPC 内のトラフィッ
クを処理する方法を
定義するルールが含ま
れています。ファイア
ウォールポリシーに空
のステートレスルール
グループが存在する場
合、トラフィックは処
理されません。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3 インターネットとカー
ド会員データ環境の
システムコンポーネン
トとの間の直接のパブ
リックアクセスを禁止
します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

alb-desync-mode-check HTTP Desync の脆弱
性からアプリケーショ
ンを保護するには、
アプリケーションロー
ドバランサーで HTTP 
Desync 軽減モードが
有効になっているこ
とを確認してくださ
い。HTTP Desync の問
題はリクエストスマグ
リングにつながり、ア
プリケーションがリク
エストキューやキャッ
シュポイズニングに対
して脆弱になる可能性
があります。Desync 軽
減モードの種類は、モ
ニタリングモード、防
御モード、厳密モード
です。防御モードがデ
フォルトです。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

netfw-stateless-rule-
group-not-empty

AWS Network Firewall 
ルールグループには、
ファイアウォールが 
VPC 内のトラフィッ
クを処理する方法を
定義するルールが含ま
れています。ファイア
ウォールポリシーに空
のステートレスルール
グループが存在する場
合、トラフィックは処
理されません。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.1 DMZ を実装して、パ
ブリックにアクセスで
きる認可済みのサービ
ス、プロトコル、およ
びポートを提供するシ
ステムコンポーネント
宛てのものだけにイン
バウンドトラフィック
を制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

alb-desync-mode-check HTTP Desync の脆弱
性からアプリケーショ
ンを保護するには、
アプリケーションロー
ドバランサーで HTTP 
Desync 軽減モードが
有効になっているこ
とを確認してくださ
い。HTTP Desync の問
題はリクエストスマグ
リングにつながり、ア
プリケーションがリク
エストキューやキャッ
シュポイズニングに対
して脆弱になる可能性
があります。Desync 軽
減モードの種類は、モ
ニタリングモード、防
御モード、厳密モード
です。防御モードがデ
フォルトです。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

netfw-stateless-rule-
group-not-empty

AWS Network Firewall 
ルールグループには、
ファイアウォールが 
VPC 内のトラフィッ
クを処理する方法を
定義するルールが含ま
れています。ファイア
ウォールポリシーに空
のステートレスルール
グループが存在する場
合、トラフィックは処
理されません。
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1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.2 インターネットから 
DMZ 内の IP アドレスへ
のインバウンドのイン
ターネットトラフィッ
クを制限します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

alb-desync-mode-check HTTP Desync の脆弱
性からアプリケーショ
ンを保護するには、
アプリケーションロー
ドバランサーで HTTP 
Desync 軽減モードが
有効になっているこ
とを確認してくださ
い。HTTP Desync の問
題はリクエストスマグ
リングにつながり、ア
プリケーションがリク
エストキューやキャッ
シュポイズニングに対
して脆弱になる可能性
があります。Desync 軽
減モードの種類は、モ
ニタリングモード、防
御モード、厳密モード
です。防御モードがデ
フォルトです。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

netfw-stateless-rule-
group-not-empty

AWS Network Firewall 
ルールグループには、
ファイアウォールが 
VPC 内のトラフィッ
クを処理する方法を
定義するルールが含ま
れています。ファイア
ウォールポリシーに空
のステートレスルール
グループが存在する場
合、トラフィックは処
理されません。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

7752

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.4 カード所有者データ環
境からインターネッ
トへの認可されていな
いアウトバウンドトラ
フィックを許可しませ
ん。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

7753

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

7755

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

netfw-policy-rule-group-
associated

AWS Network Firewall 
ポリシーは、ファイ
アウォールが Amazon 
VPC のトラフィック
をモニタリングおよ
び処理する方法を定義
します。ステートレス
およびステートフルの
ルールグループを設定
して、パケットとトラ
フィックフローのフィ
ルタリングし、デフォ
ルトのトラフィック処
理を定義します。

7756

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

netfw-stateless-rule-
group-not-empty

AWS Network Firewall 
ルールグループには、
ファイアウォールが 
VPC 内のトラフィッ
クを処理する方法を
定義するルールが含ま
れています。ファイア
ウォールポリシーに空
のステートレスルール
グループが存在する場
合、トラフィックは処
理されません。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

1.3.6 カード所有者データを
保存するシステムコ
ンポーネント (データ
ベースなど) は、内部
ネットワークゾーン内
に、DMZ およびその
他の信頼されていない
ネットワークから分離
して配置します。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

2.1 ネットワークにシステ
ムをインストールする
前に、ベンダーが提供
するデフォルト設定を
必ず変更し、不要なデ
フォルトアカウントを
削除または無効にしま
す。これは、オペレー
ティングシステム、
セキュリティサービ
スを提供するソフト
ウェア、アプリケー
ションおよびシステ
ムアカウント、POS
端末、決済アプリケー
ション、SNMP (Simple 
Network Management 
Protocol) コミュニティ
文字列など、すべての
デフォルトパスワード
に適用されます)。

rds-cluster-default-
admin-check

デフォルトのユーザー
名はパブリックナレッ
ジであるため、デフォ
ルトのユーザー名を変
更することで、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
データベースクラス
ターのアタックサー
フェスを減らすことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.1 ネットワークにシステ
ムをインストールする
前に、ベンダーが提供
するデフォルト設定を
必ず変更し、不要なデ
フォルトアカウントを
削除または無効にしま
す。これは、オペレー
ティングシステム、
セキュリティサービ
スを提供するソフト
ウェア、アプリケー
ションおよびシステ
ムアカウント、POS
端末、決済アプリケー
ション、SNMP (Simple 
Network Management 
Protocol) コミュニティ
文字列など、すべての
デフォルトパスワード
に適用されます)。

rds-instance-default-
admin-check

デフォルトのユーザー
名はパブリックナレッ
ジであるため、デフォ
ルトのユーザー名を変
更することで、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
データベースインス
タンスのアタックサー
フェスを減らすことが
できます。

2.1 ネットワークにシステ
ムをインストールする
前に、ベンダーが提供
するデフォルト設定を
必ず変更し、不要なデ
フォルトアカウントを
削除または無効にしま
す。これは、オペレー
ティングシステム、
セキュリティサービ
スを提供するソフト
ウェア、アプリケー
ションおよびシステ
ムアカウント、POS
端末、決済アプリケー
ション、SNMP (Simple 
Network Management 
Protocol) コミュニティ
文字列など、すべての
デフォルトパスワード
に適用されます)。

redshift-default-admin-
check

デフォルトのユーザー
名はパブリックナレッ
ジであるため、デフォ
ルトのユーザー名を変
更することで、Amazon 
Redshift クラスターのア
タックサーフェスを減
らすことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.1 ネットワークにシステ
ムをインストールする
前に、ベンダーが提供
するデフォルト設定を
必ず変更し、不要なデ
フォルトアカウントを
削除または無効にしま
す。これは、オペレー
ティングシステム、
セキュリティサービ
スを提供するソフト
ウェア、アプリケー
ションおよびシステ
ムアカウント、POS
端末、決済アプリケー
ション、SNMP (Simple 
Network Management 
Protocol) コミュニティ
文字列など、すべての
デフォルトパスワード
に適用されます)。

redshift-default-db-
name-check

デフォルトの名前
は一般に知られてい
るため、設定時に変
更する必要がありま
す。Amazon Redshift ク
ラスターのデフォルト
のデータベース名を変
更することで、Redshift 
クラスターの攻撃面を
減らすことができま
す。

2.1 ネットワークにシステ
ムをインストールする
前に、ベンダーが提供
するデフォルト設定を
必ず変更し、不要なデ
フォルトアカウントを
削除または無効にしま
す。これは、オペレー
ティングシステム、
セキュリティサービ
スを提供するソフト
ウェア、アプリケー
ションおよびシステ
ムアカウント、POS
端末、決済アプリケー
ション、SNMP (Simple 
Network Management 
Protocol) コミュニティ
文字列など、すべての
デフォルトパスワード
に適用されます)。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-db-name-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.1 ネットワークにシステ
ムをインストールする
前に、ベンダーが提供
するデフォルト設定を
必ず変更し、不要なデ
フォルトアカウントを
削除または無効にしま
す。これは、オペレー
ティングシステム、
セキュリティサービ
スを提供するソフト
ウェア、アプリケー
ションおよびシステ
ムアカウント、POS
端末、決済アプリケー
ション、SNMP (Simple 
Network Management 
Protocol) コミュニティ
文字列など、すべての
デフォルトパスワード
に適用されます)。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

account-part-of-
organizations

AWS Organizations 内
の AWS アカウントを一
元管理することで、ア
カウントが準拠される
ようになります。アカ
ウントの管理が一元化
されていないと、アカ
ウントの設定に一貫性
がなくなり、リソース
や機密データが流出す
る可能性があります。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

ec2-instance-multiple-
eni-check

このルールは、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスに複数の ENI があ
るかどうかを確認しま
す。複数の ENI が存在
すると、デュアルホー
ムインスタンス (複数の
サブネットを持つイン
スタンス) を引き起こす
可能性があります。こ
れにより、ネットワー
クセキュリティの複雑
性が増し、意図しない
ネットワークパスとア
クセスが導入する可能
性があります。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられて
いるシステム強化基準
に準拠するものである
必要がある。業界で
受け入れられている
システムハードニン
グ標準の情報源は、
以下に限定されるも
のではありません。Ä
¢ インターネットセ
キュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機構 
(ISO)、Ä¢ SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute Ä¢・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

ec2-security-group-
attached-to-eni-periodic

このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスまたは ENI にセ
キュリティグループが
アタッチされるように
なります。このルール
は、インベントリ内の
未使用のセキュリティ
グループのモニタリン
グと環境の管理に役立
ちます。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らし、権限のな
いユーザーが機密デー
タにアクセスできない
ようにすることができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに 1 つの保護レ
イヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

7777

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられて
いるシステム強化基準
に準拠するものである
必要がある。業界で
受け入れられている
システムハードニン
グ標準の情報源は、
以下に限定されるも
のではありません。Ä
¢ インターネットセ
キュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機構 
(ISO)、Ä¢ SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute Ä¢・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

2.2 すべてのシステムコン
ポーネントに対する
設定の標準を作成し
ます。この基準は、す
べての既知のセキュリ
ティ脆弱性に対処し、
業界で受け入れられ
ているシステム強化
基準に準拠するもの
である必要がある。
業界で受け入れられ
ているシステムハー
ドニング標準の情報
源は、以下に限定さ
れるものではありませ
ん。・インターネット
セキュリティセンター 
(CIS)・国際標準化機
構 (ISO)・SysAdmin 
Audit Network Security 
(SANS) Institute・
国立標準技術研究所 
(NIST)。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

no-unrestricted-route-to-
igw

Amazon EC2 ルート
テーブルで、インター
ネットゲートウェイ
への無制限のルート
がないことを確認しま
す。Amazon VPC 内
のワークロードのイン
ターネットへのアクセ
スを削除または制限す
ると、環境内の意図し
ないアクセスを減らす
ことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.2.2 システムの機能に必要
なサービス、プロトコ
ル、デーモンのみを有
効にします。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

2.2.3 安全ではないと考えら
れる必要なサービス、
プロトコル、または
デーモンには、追加の
セキュリティ機能を実
装します。

alb-desync-mode-check HTTP Desync の脆弱
性からアプリケーショ
ンを保護するには、
アプリケーションロー
ドバランサーで HTTP 
Desync 軽減モードが
有効になっているこ
とを確認してくださ
い。HTTP Desync の問
題はリクエストスマグ
リングにつながり、ア
プリケーションがリク
エストキューやキャッ
シュポイズニングに対
して脆弱になる可能性
があります。Desync 軽
減モードの種類は、モ
ニタリングモード、防
御モード、厳密モード
です。防御モードがデ
フォルトです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.3 コンソール以外の管理
者アクセスは、強力な
暗号を使用して暗号化
します。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

2.3 コンソール以外の管理
者アクセスは、強力な
暗号を使用して暗号化
します。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。

2.3 コンソール以外の管理
者アクセスは、強力な
暗号を使用して暗号化
します。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

2.3 コンソール以外の管理
者アクセスは、強力な
暗号を使用して暗号化
します。

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

2.3 コンソール以外の管理
者アクセスは、強力な
暗号を使用して暗号化
します。

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.4 PCI DSS の対象となる
システムコンポーネン
トのインベントリを管
理します。

ec2-security-group-
attached-to-eni-periodic

このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスまたは ENI にセ
キュリティグループが
アタッチされるように
なります。このルール
は、インベントリ内の
未使用のセキュリティ
グループのモニタリン
グと環境の管理に役立
ちます。

2.4 PCI DSS の対象となる
システムコンポーネン
トのインベントリを管
理します。

eip-attached このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) に割り当てられた 
Elastic IP が、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) イン
スタンスまたは使用
中の Elastic Network 
Interface にアタッチさ
れるようになります。
このルールは、環境内
の未使用の EIP をモニ
タリングするのに役立
ちます。

2.4 PCI DSS の対象となる
システムコンポーネン
トのインベントリを管
理します。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

2.4 PCI DSS の対象となる
システムコンポーネン
トのインベントリを管
理します。

vpc-network-acl-unused-
check

このルールによ
り、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワーク
アクセスコントロー
ルリストが使用されて
いるかどうかを確認し
ます。未使用のネット
ワークアクセスコント
ロールリストをモニタ
リングすることで、環
境の正確なインベント
リの使用と管理を行う
ことができます。

3.1 すべてのカード会員
データ (CHD) の保管に
ついて、少なくとも以
下を含むデータ保持お
よび廃棄のポリシー、
手順、およびプロセス
を導入することによ
り、カード会員データ
の保管を最小限に抑え
る。・データの保存量
と保存期間を、法律、
規制、および/またはビ
ジネス要件に必要な範
囲に制限する・カード
会員データの特定の保
存要件・不要になった
データを安全に削除す
るプロセス・四半期ご
とに、保存期間が規定
値を超えたカード会員
データを特定し、安全
に削除するプロセス。

s3-lifecycle-policy-check Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

7794

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 すべてのカード会員
データ (CHD) の保管に
ついて、少なくとも以
下を含むデータ保持お
よび廃棄のポリシー、
手順、およびプロセス
を導入することによ
り、カード会員データ
の保管を最小限に抑え
る。・データの保存量
と保存期間を、法律、
規制、および/またはビ
ジネス要件に必要な範
囲に制限する・カード
会員データの特定の保
存要件・不要になった
データを安全に削除す
るプロセス・四半期ご
とに、保存期間が規定
値を超えたカード会員
データを特定し、安全
に削除するプロセス。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 すべてのカード会員
データ (CHD) の保管に
ついて、少なくとも以
下を含むデータ保持お
よび廃棄のポリシー、
手順、およびプロセス
を導入することによ
り、カード会員データ
の保管を最小限に抑え
る。・データの保存量
と保存期間を、法律、
規制、および/またはビ
ジネス要件に必要な範
囲に制限する・カード
会員データの特定の保
存要件・不要になった
データを安全に削除す
るプロセス・四半期ご
とに、保存期間が規定
値を超えたカード会員
データを特定し、安全
に削除するプロセス。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

3.1 すべてのカード会員
データ (CHD) の保管に
ついて、少なくとも以
下を含むデータ保持お
よび廃棄のポリシー、
手順、およびプロセス
を導入することによ
り、カード会員データ
の保管を最小限に抑え
る。・データの保存量
と保存期間を、法律、
規制、および/またはビ
ジネス要件に必要な範
囲に制限する・カード
会員データの特定の保
存要件・不要になった
データを安全に削除す
るプロセス・四半期ご
とに、保存期間が規定
値を超えたカード会員
データを特定し、安全
に削除するプロセス。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

バックアップ/リカバ
リ・ポイント暗号化

AWS Backup リカバリ
ポイントの暗号化が有
効になっていることを
確認します。機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

cloudwatch-log-group-
encrypted

保管中の機密データを
保護するため、Amazon 
CloudWatch ロググルー
プで暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

7802

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

7803

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

7804
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

7807
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.4 以下のいずれかの方法
を用いて、PAN が保存
されている場所 (ポー
タブルデジタルメディ
ア、バックアップメ
ディア、ログを含む) 
を読み取り不能にする
こと。・強力な暗号に
基づく一方向ハッシュ 
(ハッシュは PAN 全体
でなければならない) ・
切り捨て(切り捨てられ
た部分の PAN を置き
換えるためにハッシュ
は使用できない)・イ
ンデックストークンお
よびパッド(パッドは
安全に保管しなければ
ならない)・関連する
キー管理プロセスおよ
び手続きを伴う強力な
暗号。注: 悪意のある個
人が、PAN の切り捨て
バージョンとハッシュ
化バージョンの両方に
アクセスできれば、オ
リジナルの PAN デー
タを再構築するのは比
較的簡単な作業です。
同じ PAN のハッシュ
化バージョンとトラン
ケートバージョンが エ
ンティティ 環境に存在
する場合、元の PAN を
再構築するためにハッ
シュ化バージョンとト
ランケートバージョン
を関連付けることがで
きないように、追加の
管理体制を整える必要
があります。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.5.2 暗号キーへアクセスで
きるのは、必要最小
限の管理者に制限しま
す。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.5.2 暗号キーへアクセスで
きるのは、必要最小
限の管理者に制限しま
す。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.5.3 カード会員データの暗
号化/復号化に使用され
るシークレットキーと
プライベートキーは、
常に次の形式のいずれ
か (または複数) で保管
してください。• デー
タ暗号化キーと少な
くとも同等の強度を持
つキー暗号化キーで暗
号化し、データ暗号化
キーとは別に保管する 
• 安全な暗号化方式で
デバイス (ハードウェア 
(ホストなど) セキュリ
ティモジュール (HSM) 
や PTS が承認したポ
イントオブインタラク
ションデバイスなど)内
にあること • 業界で認め
られている方法に従っ
て、少なくとも 2 つ
のフルレングスのキー
コンポーネントまたは
キーシェアとして使用
します。注意: パブリッ
クキーをこれらのいず
れかの形式で保存する
必要はありません。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.5.3 カード会員データの暗
号化/復号化に使用され
るシークレットキーと
プライベートキーは、
常に次の形式のいずれ
か (または複数) で保管
してください。• デー
タ暗号化キーと少な
くとも同等の強度を持
つキー暗号化キーで暗
号化し、データ暗号化
キーとは別に保管する 
• 安全な暗号化方式で
デバイス (ハードウェア 
(ホストなど) セキュリ
ティモジュール (HSM) 
や PTS が承認したポ
イントオブインタラク
ションデバイスなど)内
にあること • 業界で認め
られている方法に従っ
て、少なくとも 2 つ
のフルレングスのキー
コンポーネントまたは
キーシェアとして使用
します。注意: パブリッ
クキーをこれらのいず
れかの形式で保存する
必要はありません。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

7814

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.5.3 カード会員データの暗
号化/復号化に使用され
るシークレットキーと
プライベートキーは、
常に次の形式のいずれ
か (または複数) で保管
してください。• デー
タ暗号化キーと少な
くとも同等の強度を持
つキー暗号化キーで暗
号化し、データ暗号化
キーとは別に保管する 
• 安全な暗号化方式で
デバイス (ハードウェア 
(ホストなど) セキュリ
ティモジュール (HSM) 
や PTS が承認したポ
イントオブインタラク
ションデバイスなど)内
にあること • 業界で認め
られている方法に従っ
て、少なくとも 2 つ
のフルレングスのキー
コンポーネントまたは
キーシェアとして使用
します。注意: パブリッ
クキーをこれらのいず
れかの形式で保存する
必要はありません。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

3.6.4 関連するアプリケー
ション・ベンダーまた
はキーの所有者によっ
て定義され、業界のベ
ストプラクティスおよ
びガイドライン(NIST 
Special Publication 
800-57 など)に基づく、
暗号期間の終了に達し
た鍵の 変更 (例えば、定
められた期間が経過し
た後および/または所定
の鍵によって一定量の
暗号文が生成された後
など)。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.6.5 キーの完全性が損なわ
れた場合 (例えば、平
文のキーコンポーネン
トを知っている従業員
が退職した場合)、また
はキーが危険にさらさ
れている疑いがある場
合は、必要と思われる
キーの廃棄または交換 
(アーカイブ、破棄、取
り消しなど)。注意: 廃止
または交換された暗号
化キーを保存する必要
がある場合は、これら
の鍵を (キー暗号化キー
を使用するなどして) 安
全にアーカイブする必
要があります。アーカ
イブされた暗号化キー
は、復号化/検証の目的
でのみ使用してくださ
い。

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。

3.6.7 暗号化キーの不正な代
替の防止

kms-cmk-not-scheduled-
for-deletion

保管中のデータを保護
するため、AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) で、必要
なカスタマーマスター
キー (CMK) の削除がス
ケジュールされていな
いことを確認します。
キーの削除が必要にな
る場合があるため、こ
のルールでは、キーが
意図せずスケジュール
された場合に備えて、
削除予定のすべての
キーをチェックするこ
とができます。
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 強力な暗号化テクノロ
ジーとセキュリティプ
ロトコルを使用して、
以下のようにオープ
ンパブリックなネット
ワークを介して転送さ
れる機密性の高いカー
ド会員データを保護
します。・信頼できる
キーおよび証明書のみ
を使用する。• 使用中
のプロトコルは、安全
なバージョンまたは設
定のみをサポートして
います。• 暗号化強度
は、使用する暗号化
方式に適したもので
す。オープンでパブ
リックなネットワー
クの例としては、これ
らに限定されるもので
はありません。・イン
ターネット・無線技術 
(802.11、Bluetooth な
ど)・GSM、CDMA など
の携帯電話技術・GPRS 
(一般パケット無線サー
ビス) ・衛星通信

acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 強力な暗号化テクノロ
ジーとセキュリティプ
ロトコルを使用して、
以下のようにオープ
ンパブリックなネット
ワークを介して転送さ
れる機密性の高いカー
ド会員データを保護
します。・信頼できる
キーおよび証明書のみ
を使用する。• 使用中
のプロトコルは、安全
なバージョンまたは設
定のみをサポートして
います。• 暗号化強度
は、使用する暗号化
方式に適したもので
す。オープンでパブ
リックなネットワー
クの例としては、これ
らに限定されるもので
はありません。・イン
ターネット・無線技術 
(802.11、Bluetooth な
ど)・GSM、CDMA など
の携帯電話技術・GPRS 
(一般パケット無線サー
ビス) ・衛星通信

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 強力な暗号化テクノロ
ジーとセキュリティプ
ロトコルを使用して、
以下のようにオープ
ンパブリックなネット
ワークを介して転送さ
れる機密性の高いカー
ド会員データを保護
します。・信頼できる
キーおよび証明書のみ
を使用する。• 使用中
のプロトコルは、安全
なバージョンまたは設
定のみをサポートして
います。• 暗号化強度
は、使用する暗号化
方式に適したもので
す。オープンでパブ
リックなネットワー
クの例としては、これ
らに限定されるもので
はありません。・イン
ターネット・無線技術 
(802.11、Bluetooth な
ど)・GSM、CDMA など
の携帯電話技術・GPRS 
(一般パケット無線サー
ビス) ・衛星通信

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 強力な暗号化テクノロ
ジーとセキュリティプ
ロトコルを使用して、
以下のようにオープ
ンパブリックなネット
ワークを介して転送さ
れる機密性の高いカー
ド会員データを保護
します。・信頼できる
キーおよび証明書のみ
を使用する。• 使用中
のプロトコルは、安全
なバージョンまたは設
定のみをサポートして
います。• 暗号化強度
は、使用する暗号化
方式に適したもので
す。オープンでパブ
リックなネットワー
クの例としては、これ
らに限定されるもので
はありません。・イン
ターネット・無線技術 
(802.11、Bluetooth な
ど)・GSM、CDMA など
の携帯電話技術・GPRS 
(一般パケット無線サー
ビス) ・衛星通信

elasticsearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 強力な暗号化テクノロ
ジーとセキュリティプ
ロトコルを使用して、
以下のようにオープ
ンパブリックなネット
ワークを介して転送さ
れる機密性の高いカー
ド会員データを保護
します。・信頼できる
キーおよび証明書のみ
を使用する。• 使用中
のプロトコルは、安全
なバージョンまたは設
定のみをサポートして
います。• 暗号化強度
は、使用する暗号化
方式に適したもので
す。オープンでパブ
リックなネットワー
クの例としては、これ
らに限定されるもので
はありません。・イン
ターネット・無線技術 
(802.11、Bluetooth な
ど)・GSM、CDMA など
の携帯電話技術・GPRS 
(一般パケット無線サー
ビス) ・衛星通信

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 強力な暗号化テクノロ
ジーとセキュリティプ
ロトコルを使用して、
以下のようにオープ
ンパブリックなネット
ワークを介して転送さ
れる機密性の高いカー
ド会員データを保護
します。・信頼できる
キーおよび証明書のみ
を使用する。• 使用中
のプロトコルは、安全
なバージョンまたは設
定のみをサポートして
います。• 暗号化強度
は、使用する暗号化
方式に適したもので
す。オープンでパブ
リックなネットワー
クの例としては、これ
らに限定されるもので
はありません。・イン
ターネット・無線技術 
(802.11、Bluetooth な
ど)・GSM、CDMA など
の携帯電話技術・GPRS 
(一般パケット無線サー
ビス) ・衛星通信

elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 強力な暗号化テクノロ
ジーとセキュリティプ
ロトコルを使用して、
以下のようにオープ
ンパブリックなネット
ワークを介して転送さ
れる機密性の高いカー
ド会員データを保護
します。・信頼できる
キーおよび証明書のみ
を使用する。• 使用中
のプロトコルは、安全
なバージョンまたは設
定のみをサポートして
います。• 暗号化強度
は、使用する暗号化
方式に適したもので
す。オープンでパブ
リックなネットワー
クの例としては、これ
らに限定されるもので
はありません。・イン
ターネット・無線技術 
(802.11、Bluetooth な
ど)・GSM、CDMA など
の携帯電話技術・GPRS 
(一般パケット無線サー
ビス) ・衛星通信

opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 強力な暗号化テクノロ
ジーとセキュリティプ
ロトコルを使用して、
以下のようにオープ
ンパブリックなネット
ワークを介して転送さ
れる機密性の高いカー
ド会員データを保護
します。・信頼できる
キーおよび証明書のみ
を使用する。• 使用中
のプロトコルは、安全
なバージョンまたは設
定のみをサポートして
います。• 暗号化強度
は、使用する暗号化
方式に適したもので
す。オープンでパブ
リックなネットワー
クの例としては、これ
らに限定されるもので
はありません。・イン
ターネット・無線技術 
(802.11、Bluetooth な
ど)・GSM、CDMA など
の携帯電話技術・GPRS 
(一般パケット無線サー
ビス) ・衛星通信

opensearch-node-to-
node-encryption-check

Amazon OpenSearch 
Service のノード間の暗
号化を有効にします。
ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のすべての通
信で TLS 1.2 暗号化が
有効になります。機密
データが含まれている
可能性があるため、転
送中の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

7824

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 強力な暗号化テクノロ
ジーとセキュリティプ
ロトコルを使用して、
以下のようにオープ
ンパブリックなネット
ワークを介して転送さ
れる機密性の高いカー
ド会員データを保護
します。・信頼できる
キーおよび証明書のみ
を使用する。• 使用中
のプロトコルは、安全
なバージョンまたは設
定のみをサポートして
います。• 暗号化強度
は、使用する暗号化
方式に適したもので
す。オープンでパブ
リックなネットワー
クの例としては、これ
らに限定されるもので
はありません。・イン
ターネット・無線技術 
(802.11、Bluetooth な
ど)・GSM、CDMA など
の携帯電話技術・GPRS 
(一般パケット無線サー
ビス) ・衛星通信

redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.1 強力な暗号化テクノロ
ジーとセキュリティプ
ロトコルを使用して、
以下のようにオープ
ンパブリックなネット
ワークを介して転送さ
れる機密性の高いカー
ド会員データを保護
します。・信頼できる
キーおよび証明書のみ
を使用する。• 使用中
のプロトコルは、安全
なバージョンまたは設
定のみをサポートして
います。• 暗号化強度
は、使用する暗号化
方式に適したもので
す。オープンでパブ
リックなネットワー
クの例としては、これ
らに限定されるもので
はありません。・イン
ターネット・無線技術 
(802.11、Bluetooth な
ど)・GSM、CDMA など
の携帯電話技術・GPRS 
(一般パケット無線サー
ビス) ・衛星通信

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

6.2 ベンダーが提供する該
当するセキュリティ
パッチをインストール
して、すべてのシステ
ムコンポーネントとソ
フトウェアが既知の脆
弱性から保護されてい
ることを確認します。
重要なセキュリティ
パッチは、公開から 1 
か月以内にインストー
ルする。注: 重要なセ
キュリティパッチは、
要件 6.1 で定義されたリ
スクランキングプロセ
スに従って特定する必
要があります。

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.2 ベンダーが提供する該
当するセキュリティ
パッチをインストール
して、すべてのシステ
ムコンポーネントとソ
フトウェアが既知の脆
弱性から保護されてい
ることを確認します。
重要なセキュリティ
パッチは、公開から 1 
か月以内にインストー
ルする。注: 重要なセ
キュリティパッチは、
要件 6.1 で定義されたリ
スクランキングプロセ
スに従って特定する必
要があります。

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。

6.2 ベンダーが提供する該
当するセキュリティ
パッチをインストール
して、すべてのシステ
ムコンポーネントとソ
フトウェアが既知の脆
弱性から保護されてい
ることを確認します。
重要なセキュリティ
パッチは、公開から 1 
か月以内にインストー
ルする。注: 重要なセ
キュリティパッチは、
要件 6.1 で定義されたリ
スクランキングプロセ
スに従って特定する必
要があります。

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。
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6.2 ベンダーが提供する該
当するセキュリティ
パッチをインストール
して、すべてのシステ
ムコンポーネントとソ
フトウェアが既知の脆
弱性から保護されてい
ることを確認します。
重要なセキュリティ
パッチは、公開から 1 
か月以内にインストー
ルする。注: 重要なセ
キュリティパッチは、
要件 6.1 で定義されたリ
スクランキングプロセ
スに従って特定する必
要があります。

ecs-fargate-latest-
platform-version

セキュリティの更新
やパッチは、AWS 
Fargate のタスクに自
動的にデプロイされま
す。AWS Fargate の
プラットフォームバー
ジョンに影響を与え
るセキュリティ上の
問題が見つかった場
合、AWS はそのプラッ
トフォームバージョン
にパッチを適用しま
す。AWS Fargate を実
行する Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
タスクのパッチ管理を
支援するには、サービ
スのスタンドアロンタ
スクを更新して最新の
プラットフォームバー
ジョンを使用します。

6.2 ベンダーが提供する該
当するセキュリティ
パッチをインストール
して、すべてのシステ
ムコンポーネントとソ
フトウェアが既知の脆
弱性から保護されてい
ることを確認します。
重要なセキュリティ
パッチは、公開から 1 
か月以内にインストー
ルする。注: 重要なセ
キュリティパッチは、
要件 6.1 で定義されたリ
スクランキングプロセ
スに従って特定する必
要があります。

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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6.2 ベンダーが提供する該
当するセキュリティ
パッチをインストール
して、すべてのシステ
ムコンポーネントとソ
フトウェアが既知の脆
弱性から保護されてい
ることを確認します。
重要なセキュリティ
パッチは、公開から 1 
か月以内にインストー
ルする。注: 重要なセ
キュリティパッチは、
要件 6.1 で定義されたリ
スクランキングプロセ
スに従って特定する必
要があります。

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

6.3.2 (手動または自動プロセ
スのいずれかを使用し
て) 潜在的なコーディン
グの脆弱性を特定する
ために、本番環境また
は顧客にリリースする
前にカスタムコードを
レビューします。• コー
ドの変更は、元のコー
ド作成者以外の個人、
およびコードレビュー
技術と安全なコーディ
ングプラクティスに
精通している個人に
よってレビューされま
す。• コードレビュー
により、コードが安全
なコーディングガイド
ラインに従って開発さ
れていることを確認し
ます。• リリース前に適
切な修正が実施されま
す。• コードレビュー
の結果は、リリース
前に管理者によってレ
ビューおよび承認され
ます。 (次のページに続
く)

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。
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6.6 公開用ウェブアプリ
ケーションについて
は、以下のいずれかの
方法により、継続的に
新たな脅威や脆弱性に
対処し、これらのア
プリケーションが既
知の攻撃から保護さ
れていることを確認し
ます。・手動または自
動のアプリケーション
脆弱性セキュリティ評
価ツールまたは手法に
より、少なくとも年 1 
回、および変更後に、
公開用 Web アプリケー
ションをレビューしま
す (注: この評価は、
要件 11.2 で実施した
脆弱性スキャンとは異
なります)。・ウェブ
ベースの攻撃を検知・
防止する自動化された
技術ソリューション 
(例: ウェブアプリケー
ションファイアウォー
ル) を公衆向けウェブ
アプリケーションの前
に設置し、すべてのト
ラフィックを継続的に
チェックします。

alb-desync-mode-check HTTP Desync の脆弱
性からアプリケーショ
ンを保護するには、
アプリケーションロー
ドバランサーで HTTP 
Desync 軽減モードが
有効になっているこ
とを確認してくださ
い。HTTP Desync の問
題はリクエストスマグ
リングにつながり、ア
プリケーションがリク
エストキューやキャッ
シュポイズニングに対
して脆弱になる可能性
があります。Desync 軽
減モードの種類は、モ
ニタリングモード、防
御モード、厳密モード
です。防御モードがデ
フォルトです。
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6.6 公開用ウェブアプリ
ケーションについて
は、以下のいずれかの
方法により、継続的に
新たな脅威や脆弱性に
対処し、これらのア
プリケーションが既
知の攻撃から保護さ
れていることを確認し
ます。・手動または自
動のアプリケーション
脆弱性セキュリティ評
価ツールまたは手法に
より、少なくとも年 1 
回、および変更後に、
公開用 Web アプリケー
ションをレビューしま
す (注: この評価は、
要件 11.2 で実施した
脆弱性スキャンとは異
なります)。・ウェブ
ベースの攻撃を検知・
防止する自動化された
技術ソリューション 
(例: ウェブアプリケー
ションファイアウォー
ル) を公衆向けウェブ
アプリケーションの前
に設置し、すべてのト
ラフィックを継続的に
チェックします。

alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。
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6.6 公開用ウェブアプリ
ケーションについて
は、以下のいずれかの
方法により、継続的に
新たな脅威や脆弱性に
対処し、これらのア
プリケーションが既
知の攻撃から保護さ
れていることを確認し
ます。・手動または自
動のアプリケーション
脆弱性セキュリティ評
価ツールまたは手法に
より、少なくとも年 1 
回、および変更後に、
公開用 Web アプリケー
ションをレビューしま
す (注: この評価は、
要件 11.2 で実施した
脆弱性スキャンとは異
なります)。・ウェブ
ベースの攻撃を検知・
防止する自動化された
技術ソリューション 
(例: ウェブアプリケー
ションファイアウォー
ル) を公衆向けウェブ
アプリケーションの前
に設置し、すべてのト
ラフィックを継続的に
チェックします。

api-gw-associated-with-
waf

AWS WAF では、お
客様が定義するカスタ
マイズ可能なウェブセ
キュリティルールと条
件に基づいて、ウェブ
リクエストを許可、ブ
ロック、またはカウン
トする一連のルール 
(ウェブアクセスコン
トロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれ
る) を設定することが
できます。Amazon API 
Gateway のステージが 
WAF のウェブ ACL に
関連付けられ、悪意の
ある攻撃から保護され
ていることを確認しま
す。
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6.6 公開用ウェブアプリ
ケーションについて
は、以下のいずれかの
方法により、継続的に
新たな脅威や脆弱性に
対処し、これらのア
プリケーションが既
知の攻撃から保護さ
れていることを確認し
ます。・手動または自
動のアプリケーション
脆弱性セキュリティ評
価ツールまたは手法に
より、少なくとも年 1 
回、および変更後に、
公開用 Web アプリケー
ションをレビューしま
す (注: この評価は、
要件 11.2 で実施した
脆弱性スキャンとは異
なります)。・ウェブ
ベースの攻撃を検知・
防止する自動化された
技術ソリューション 
(例: ウェブアプリケー
ションファイアウォー
ル) を公衆向けウェブ
アプリケーションの前
に設置し、すべてのト
ラフィックを継続的に
チェックします。

waf-regional-rule-not-
empty

AWS WAF に空でない
ルールがあることを確
認します。条件のない
ルールは、意図しない
動作を引き起こす可能
性があります。
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6.6 公開用ウェブアプリ
ケーションについて
は、以下のいずれかの
方法により、継続的に
新たな脅威や脆弱性に
対処し、これらのア
プリケーションが既
知の攻撃から保護さ
れていることを確認し
ます。・手動または自
動のアプリケーション
脆弱性セキュリティ評
価ツールまたは手法に
より、少なくとも年 1 
回、および変更後に、
公開用 Web アプリケー
ションをレビューしま
す (注: この評価は、
要件 11.2 で実施した
脆弱性スキャンとは異
なります)。・ウェブ
ベースの攻撃を検知・
防止する自動化された
技術ソリューション 
(例: ウェブアプリケー
ションファイアウォー
ル) を公衆向けウェブ
アプリケーションの前
に設置し、すべてのト
ラフィックを継続的に
チェックします。

waf-regional-rulegroup-
not-empty

AWS WAF に空でない
ルールグループがある
ことを確認します。空
のルールグループは、
意図しない動作を引き
起こす可能性がありま
す。
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6.6 公開用ウェブアプリ
ケーションについて
は、以下のいずれかの
方法により、継続的に
新たな脅威や脆弱性に
対処し、これらのア
プリケーションが既
知の攻撃から保護さ
れていることを確認し
ます。・手動または自
動のアプリケーション
脆弱性セキュリティ評
価ツールまたは手法に
より、少なくとも年 1 
回、および変更後に、
公開用 Web アプリケー
ションをレビューしま
す (注: この評価は、
要件 11.2 で実施した
脆弱性スキャンとは異
なります)。・ウェブ
ベースの攻撃を検知・
防止する自動化された
技術ソリューション 
(例: ウェブアプリケー
ションファイアウォー
ル) を公衆向けウェブ
アプリケーションの前
に設置し、すべてのト
ラフィックを継続的に
チェックします。

waf-regional-webacl-not-
empty

AWS WAF にアタッチ
されたウェブ ACL に
は、ウェブリクエス
トを検査および制御す
る、ルールおよびルー
ルグループのコレク
ションを含めることが
できます。ウェブ ACL 
が空の場合、ウェブト
ラフィックは、WAF に
よる検出または処理な
しに通過します。

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。
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7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

ecs-containers-
nonprivileged

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) タスク定
義では拡張された特権
を有効にしないでくだ
さい。このパラメータ
が true のとき、コンテ
ナには、ホストコンテ
ナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス
権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。

7837

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

7838

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

7839

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

7840

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

7841

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

7842

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1.1 各役割のアクセスニー
ズを定義します。・各
役割が職務上アクセス
する必要のあるシステ
ムコンポーネントおよ
びデータリソース・リ
ソースへのアクセスに
必要な権限のレベル (例: 
ユーザー、管理者等)。

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

7.1.2 特権的ユーザーの ID へ
のアクセスを、職務の
遂行に必要な最小限の
権限に制限します。

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7843

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1.2 特権的ユーザーの ID へ
のアクセスを、職務の
遂行に必要な最小限の
権限に制限します。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

7.1.2 特権的ユーザーの ID へ
のアクセスを、職務の
遂行に必要な最小限の
権限に制限します。

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7844

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1.2 特権的ユーザーの ID へ
のアクセスを、職務の
遂行に必要な最小限の
権限に制限します。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

7.1.2 特権的ユーザーの ID へ
のアクセスを、職務の
遂行に必要な最小限の
権限に制限します。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

7.1.2 特権的ユーザーの ID へ
のアクセスを、職務の
遂行に必要な最小限の
権限に制限します。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

7845

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.1.2 特権的ユーザーの ID へ
のアクセスを、職務の
遂行に必要な最小限の
権限に制限します。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

7.1.2 特権的ユーザーの ID へ
のアクセスを、職務の
遂行に必要な最小限の
権限に制限します。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

7.1.2 特権的ユーザーの ID へ
のアクセスを、職務の
遂行に必要な最小限の
権限に制限します。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

ecs-containers-
nonprivileged

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) タスク定
義では拡張された特権
を有効にしないでくだ
さい。このパラメータ
が true のとき、コンテ
ナには、ホストコンテ
ナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス
権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

7847

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

7848

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

7852

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.1 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づい
てアクセスを制限し、
特に許可されていない
限り「すべて拒否」に
設定されているシステ
ムコンポーネントのア
クセスコントロールシ
ステムを確立します。
このアクセスコント
ロールシステムには、
以下のものが含まれて
いる必要があります。
すべてのシステムコン
ポーネントのカバレッ
ジ

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

ecs-containers-
nonprivileged

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) タスク定
義では拡張された特権
を有効にしないでくだ
さい。このパラメータ
が true のとき、コンテ
ナには、ホストコンテ
ナインスタンスに対す
る昇格されたアクセス
権限 (ルートユーザーと
同様) が付与されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

ecs-containers-
readonly-access

Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS) コンテナ
への読み取り専用アク
セスを有効にすると、
最小特権のプリンシパ
ルを遵守するのに役立
ちます。このオプショ
ンにより、明示的な読
み取り/書き込み権限が
ない場合にはコンテナ
インスタンスのファイ
ルシステムを変更でき
ないため、攻撃ベクト
ルを減らすことができ
ます。

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、アクセス
許可や認可に最小特
権と職務分離の原則
を組み込むことによ
り、すべての AWS Key 
Management Service 
のキーでブロックさ
れたアクションを含
むポリシーを制限で
きます。タスク完了
のために必要以上の特
権を持つことは、最小
特権と職務分離の原則
に反する可能性があり
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM 
グループに、すべての 
AWS Key Management 
Service キーでブロッ
クされたアクション
を許可するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネー
ジドポリシーを使用
することをお勧めし
ます。管理ポリシー
では、再利用可能性、
バージョニング、ロー
ルバック、アクセス
許可の管理を委任でき
ます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns 
パラメータの設定
が可能になります。
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

7.2.2 システムコンポーネン
トについて、ユーザー
に必要な情報に基づ
いてアクセスを制限
し、特に許可されてい
ない限り「すべて拒
否」に設定されてい
るシステムコンポー
ネントのアクセスコ
ントロールシステム
を確立します。この
アクセスコントロー
ルシステムは、以下を
含む必要があります: 
Assignment of privileges 
to individuals based on 
job classification and 
function

opensearch-access-
control-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで、
きめ細かいアクセス
コントロールが有効
になっていることを確
認します。きめ細かい
アクセスコントロー
ルによって、Amazon 
OpenSearch Service ド
メインへの最小特権ア
クセスを実現するため
の強化された認可メカ
ニズムが得られます。
これにより、ドメイン
へのロールベースのア
クセスコントロール、
インデックス、ドキュ
メント、およびフィー
ルドレベルのセキュ
リティ、OpenSearch 
Service ダッシュボード
のマルチテナンシーの
サポート、OpenSearch 
Service と Kibana の 
HTTP 基本認証が可能に
なります。

7860

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

7.2.3 デフォルトの「すべて
拒否」設定。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。

8.1.1 システムコンポーネン
トまたはカード会員
データへのアクセスを
許可する前に、すべて
のユーザーに一意の ID 
を割り当てます。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

7861

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.1.4 非アクティブなユー
ザーアカウントを 90 日
以内に削除/無効にしま
す。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

codebuild-project-
environment-privileged-
check

最小特権の原則の
実装を支援するため
に、Amazon CodeBuild 
プロジェクト環境で特
権モードが有効になっ
ていないことを確認し
てください。Docker 
API およびコンテナの基
盤となるハードウェア
への意図しないアクセ
スを防ぐため、この設
定を無効にする必要が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

ecs-no-environment-
secrets

セキュリティ上のベス
トプラクティスとし
て、機密情報を環境
変数としてコンテナ
に渡します。Amazon 
ECS タスク定義のコ
ンテナ定義で、AWS 
Systems Manager 
Parameter Store ま
たは AWS Secrets 
Manager に保存され
ている値を参照するこ
とで、Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
コンテナにデータを安
全に挿入できます。次
に、機密情報を環境変
数として、またはコン
テナのログ設定で公開
できます。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-no-environment-secrets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-no-environment-secrets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

ec2-ebs-encryption-by-
default

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムで暗号化が有効に
なっていることを確
認します。これらのボ
リュームには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

efs-encrypted-check 機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
Elastic File System 
(EFS) で暗号化が有効に
なっていることを確認
します。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

elasticsearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) 
ドメインで暗号化が有
効になっていることを
確認します。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

encrypted-volumes 機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、保管中のデー
タを保護するために 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボ
リュームで暗号化が有
効になっていることを
確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

opensearch-encrypted-
at-rest

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、保管中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service ド
メインで暗号化が有効
になっていることを確
認します。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

rds-snapshot-encrypted Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化
が有効になっているこ
とを確認します。機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

rds-storage-encrypted 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスで暗号
化が有効になってい
ることを確認しま
す。Amazon RDS イン
スタンスには機密デー
タが含まれている可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
エンドポイントで 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker エ
ンドポイントには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

sagemaker-notebook-
instance-kms-key-
configured

保管中のデータを保護
するため、SageMaker 
ノートブックで AWS 
Key Management 
Service (AWS KMS) に
よる暗号化が有効に
なっていることを確認
します。SageMaker 
ノートブックには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管時の暗号化を有効に
してデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

secretsmanager-using-
cmk

保管中のデータを保護
するため、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トに対して AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) による暗号
化が有効になっている
ことを確認します。保
管中の Secrets Manager 
のシークレットに機密
データが存在する可能
性があるため、保管時
の暗号化を有効にして
データを保護します。

8.2.1 強力な暗号化を使用し
て、すべてのシステム
コンポーネントの転送
中および保管中に、す
べての認証情報 (パス
ワード/フレーズなど) の
読み取りができないよ
うにレンダリングしま
す。

sns-encrypted-kms 保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
トピックで AWS Key 
Management Service 
(AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうか
を確認します。公開さ
れたメッセージには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2.3 パスワード/パスフレー
ズは、以下を満たす必
要があります: • 最低で
も 7 文字以上の長さを
必要とする。• 数字とア
ルファベットの両方が
含まれている。あるい
は、パスワード/パスフ
レーズは、少なくとも
上記で指定されたパラ
メータと同等の複雑さ
と強度を有していなけ
ればなりません。

iam-password-policy ID と認証情報は、組
織の IAM パスワード
ポリシーに基づいて
発行、管理、検証され
ます。これらの ID と
認証情報は、NIST SP 
800-63 および AWS の
基本的なセキュリティ
のベストプラクティス
標準で規定されている
パスワード強度の要件
を満たしています。こ
のルールでは、IAM パ
スワードポリシーの 
RequireUppercaseCharacters 
(PCI DSSデフォルト: 
false)、RequireLowercaseCharacters 
(PCI DSS デフォルト: 
true)、RequireSymbols 
(PCI DSS デフォルト: 
false)、RequireNumbers 
(PCI DSSデフォルト: 
true)、MinimumPasswordLength 
(PCI DSSデフォルト: 
7)、PasswordReusePrevention 
(PCI DSSデフォルト: 
4)、MaxPasswordAge 
(PCI DSS デフォルト: 
90) を、必要に応じて
設定することができま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

7869

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2.4 ユーザーのパスワード/
パスフレーズは、少な
くとも 90 日に 1 回変更
します。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

7870

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2.4 ユーザーのパスワード/
パスフレーズは、少な
くとも 90 日に 1 回変更
します。

iam-password-policy ID と認証情報は、組
織の IAM パスワード
ポリシーに基づいて
発行、管理、検証され
ます。これらの ID と
認証情報は、NIST SP 
800-63 および AWS の
基本的なセキュリティ
のベストプラクティス
標準で規定されている
パスワード強度の要件
を満たしています。こ
のルールでは、IAM パ
スワードポリシーの 
RequireUppercaseCharacters 
(PCI DSSデフォルト: 
false)、RequireLowercaseCharacters 
(PCI DSS デフォルト: 
true)、RequireSymbols 
(PCI DSS デフォルト: 
false)、RequireNumbers 
(PCI DSSデフォルト: 
true)、MinimumPasswordLength 
(PCI DSSデフォルト: 
7)、PasswordReusePrevention 
(PCI DSSデフォルト: 
4)、MaxPasswordAge 
(PCI DSS デフォルト: 
90) を、必要に応じて
設定することができま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

8.2.4 ユーザーのパスワード/
パスフレーズは、少な
くとも 90 日に 1 回変更
します。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.2.5 個人が過去に使用した 4 
つのパスワード/パスフ
レーズと同じものを、
新しいパスワード/パス
フレーズとして送信す
ることを許可しないで
ください。

iam-password-policy ID と認証情報は、組
織の IAM パスワード
ポリシーに基づいて
発行、管理、検証され
ます。これらの ID と
認証情報は、NIST SP 
800-63 および AWS の
基本的なセキュリティ
のベストプラクティス
標準で規定されている
パスワード強度の要件
を満たしています。こ
のルールでは、IAM パ
スワードポリシーの 
RequireUppercaseCharacters 
(PCI DSSデフォルト: 
false)、RequireLowercaseCharacters 
(PCI DSS デフォルト: 
true)、RequireSymbols 
(PCI DSS デフォルト: 
false)、RequireNumbers 
(PCI DSSデフォルト: 
true)、MinimumPasswordLength 
(PCI DSSデフォルト: 
7)、PasswordReusePrevention 
(PCI DSSデフォルト: 
4)、MaxPasswordAge 
(PCI DSS デフォルト: 
90) を、必要に応じて
設定することができま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

8.3.1 管理者のアクセス権を
持つ担当者の CDE に、
コンソール以外のすべ
てのアクセスに対する
多要素認証を組み込み
ます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.3.1 管理者のアクセス権を
持つ担当者の CDE に、
コンソール以外のすべ
てのアクセスに対する
多要素認証を組み込み
ます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らし、権限のな
いユーザーが機密デー
タにアクセスできない
ようにすることができ
ます。

8.3.1 管理者のアクセス権を
持つ担当者の CDE に、
コンソール以外のすべ
てのアクセスに対する
多要素認証を組み込み
ます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに 1 つの保護レ
イヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.3.1 管理者のアクセス権を
持つ担当者の CDE に、
コンソール以外のすべ
てのアクセスに対する
多要素認証を組み込み
ます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

8.3.2 エンティティのネット
ワークの外部から発信
されるすべてのリモー
トネットワークアクセ
ス (ユーザーと管理者
の両方、およびサポー
トまたはメンテナン
スのためのサードパー
ティーアクセスを含む) 
に多要素認証を組み込
みます。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.3.2 エンティティのネット
ワークの外部から発信
されるすべてのリモー
トネットワークアクセ
ス (ユーザーと管理者
の両方、およびサポー
トまたはメンテナン
スのためのサードパー
ティーアクセスを含む) 
に多要素認証を組み込
みます。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに更なる保護手
段を追加します。ユー
ザーに MFA を要求する
ことで、アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らし、権限のな
いユーザーが機密デー
タにアクセスできない
ようにすることができ
ます。

8.3.2 エンティティのネット
ワークの外部から発信
されるすべてのリモー
トネットワークアクセ
ス (ユーザーと管理者
の両方、およびサポー
トまたはメンテナン
スのためのサードパー
ティーアクセスを含む) 
に多要素認証を組み込
みます。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、ユーザー名とパス
ワードに 1 つの保護レ
イヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.3.2 エンティティのネット
ワークの外部から発信
されるすべてのリモー
トネットワークアクセ
ス (ユーザーと管理者
の両方、およびサポー
トまたはメンテナン
スのためのサードパー
ティーアクセスを含む) 
に多要素認証を組み込
みます。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、
ユーザー名とパスワー
ドに 1 つの保護レイ
ヤーを追加します。
ルートユーザーに MFA 
を要求することによ
り、AWS アカウントが
侵害されるインシデン
トを減らすことができ
ます。

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

7877

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

10.1 監査証跡を実装して、
システムコンポーネン
トへのすべてのアクセ
スを個々のユーザーに
リンクします。

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

7880

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

7881

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

7882

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

7883

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

10.2.1 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。個々のすべての
ユーザーによるカード
所有者データへのアク
セス

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

7884

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.2 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。ルート権限また
は管理者権限を持つす
べての個人が実行した
アクション

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

10.2.2 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。ルート権限また
は管理者権限を持つす
べての個人が実行した
アクション

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

7885

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.2 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。ルート権限また
は管理者権限を持つす
べての個人が実行した
アクション

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

10.2.2 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。ルート権限また
は管理者権限を持つす
べての個人が実行した
アクション

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.2.2 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。ルート権限また
は管理者権限を持つす
べての個人が実行した
アクション

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

7886

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.2 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。ルート権限また
は管理者権限を持つす
べての個人が実行した
アクション

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

10.2.2 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。ルート権限また
は管理者権限を持つす
べての個人が実行した
アクション

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

10.2.2 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。ルート権限また
は管理者権限を持つす
べての個人が実行した
アクション

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

7887

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.3 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。すべての監査証
跡へのアクセス

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

10.2.3 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。すべての監査証
跡へのアクセス

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

7888

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.3 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。すべての監査証
跡へのアクセス

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

10.2.3 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。すべての監査証
跡へのアクセス

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

10.2.3 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。すべての監査証
跡へのアクセス

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.2.3 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。すべての監査証
跡へのアクセス

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

7889

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.3 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。すべての監査証
跡へのアクセス

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

10.2.3 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。すべての監査証
跡へのアクセス

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

10.2.3 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。すべての監査証
跡へのアクセス

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

7890

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.3 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。すべての監査証
跡へのアクセス

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

7891

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

7892

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

7893

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

7894

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

10.2.4 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。無効な論理アク
セスの試行

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

7895

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.5 すべてのシステムコン
ポーネントに対して自
動監査証跡を実装し、
以下のイベントを再構
築します。識別および
認証メカニズムの使用
および変更 (新規アカ
ウントの作成や特権の
昇格を含む、ただしこ
れに限定されない)、お
よびすべての変更、追
加、またはルート権限
または管理者権限を持
つアカウントへの削除

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

10.2.5 すべてのシステムコン
ポーネントに対して自
動監査証跡を実装し、
以下のイベントを再構
築します。識別および
認証メカニズムの使用
および変更 (新規アカ
ウントの作成や特権の
昇格を含む、ただしこ
れに限定されない)、お
よびすべての変更、追
加、またはルート権限
または管理者権限を持
つアカウントへの削除

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

7896

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.5 すべてのシステムコン
ポーネントに対して自
動監査証跡を実装し、
以下のイベントを再構
築します。識別および
認証メカニズムの使用
および変更 (新規アカ
ウントの作成や特権の
昇格を含む、ただしこ
れに限定されない)、お
よびすべての変更、追
加、またはルート権限
または管理者権限を持
つアカウントへの削除

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

10.2.5 すべてのシステムコン
ポーネントに対して自
動監査証跡を実装し、
以下のイベントを再構
築します。識別および
認証メカニズムの使用
および変更 (新規アカ
ウントの作成や特権の
昇格を含む、ただしこ
れに限定されない)、お
よびすべての変更、追
加、またはルート権限
または管理者権限を持
つアカウントへの削除

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.2.5 すべてのシステムコン
ポーネントに対して自
動監査証跡を実装し、
以下のイベントを再構
築します。識別および
認証メカニズムの使用
および変更 (新規アカ
ウントの作成や特権の
昇格を含む、ただしこ
れに限定されない)、お
よびすべての変更、追
加、またはルート権限
または管理者権限を持
つアカウントへの削除

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

7897

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.5 すべてのシステムコン
ポーネントに対して自
動監査証跡を実装し、
以下のイベントを再構
築します。識別および
認証メカニズムの使用
および変更 (新規アカ
ウントの作成や特権の
昇格を含む、ただしこ
れに限定されない)、お
よびすべての変更、追
加、またはルート権限
または管理者権限を持
つアカウントへの削除

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

10.2.5 すべてのシステムコン
ポーネントに対して自
動監査証跡を実装し、
以下のイベントを再構
築します。識別および
認証メカニズムの使用
および変更 (新規アカ
ウントの作成や特権の
昇格を含む、ただしこ
れに限定されない)、お
よびすべての変更、追
加、またはルート権限
または管理者権限を持
つアカウントへの削除

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

7898

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.5 すべてのシステムコン
ポーネントに対して自
動監査証跡を実装し、
以下のイベントを再構
築します。識別および
認証メカニズムの使用
および変更 (新規アカ
ウントの作成や特権の
昇格を含む、ただしこ
れに限定されない)、お
よびすべての変更、追
加、またはルート権限
または管理者権限を持
つアカウントへの削除

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。

10.2.6 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。監査ログの初期
化、停止、または一時
停止

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

7899

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.6 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。監査ログの初期
化、停止、または一時
停止

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

10.2.6 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。監査ログの初期
化、停止、または一時
停止

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

10.2.7 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。システムレベル
オブジェクトの作成と
削除

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

7900

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.7 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。システムレベル
オブジェクトの作成と
削除

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

10.2.7 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。システムレベル
オブジェクトの作成と
削除

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

7901

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.7 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。システムレベル
オブジェクトの作成と
削除

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.2.7 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。システムレベル
オブジェクトの作成と
削除

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

10.2.7 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。システムレベル
オブジェクトの作成と
削除

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

7902

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.2.7 すべてのシステムコン
ポーネントの自動監査
証跡を実装して、以下
のイベントを再構築し
ます。システムレベル
オブジェクトの作成と
削除

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。

7903

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

7904

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

7905

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

opensearch-audit-
logging-enabled

Amazon OpenSearch 
Service ドメインで監査
ログ作成が有効になっ
ていることを確認し
ます。監査ロギング作
成により、認証の成功
と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、イ
ンデックスの変更、
受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメ
インでのユーザーアク
ティビティを追跡でき
ます。

7906

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。

10.3.1 各イベントですべての
システムコンポーネン
トについて少なくとも
以下の監査証跡エント
リを記録します: ユー
ザー ID

redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.5 監査証跡を改ざんでき
ないように保護しま
す。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

10.5 監査証跡を改ざんでき
ないように保護しま
す。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

10.5 監査証跡を改ざんでき
ないように保護しま
す。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

10.5.2 監査証跡ファイルを不
正な変更から保護しま
す。

cloud-trail-encryption-
enabled

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、AWS CloudTrail の
証跡で暗号化を有効に
して、保管中のデータ
を保護します。

10.5.2 監査証跡ファイルを不
正な変更から保護しま
す。

s3-bucket-server-side-
encryption-enabled

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっ
ていることを確認しま
す。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含
まれている可能性があ
るため、暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.5.2 監査証跡ファイルを不
正な変更から保護しま
す。

s3-default-encryption-
kms

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、暗号化が有
効になっていることを
確認します。Amazon 
S3 バケットには機密
データが含まれている
可能性があるため、保
管中のデータの暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

10.5.3 変更が難しい一元管理
されたログサーバー
またはメディアで、監
査証跡ファイルをただ
ちにバックアップしま
す。

s3-lifecycle-policy-check Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

7909

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
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10.5.3 変更が難しい一元管理
されたログサーバー
またはメディアで、監
査証跡ファイルをただ
ちにバックアップしま
す。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

10.5.3 変更が難しい一元管理
されたログサーバー
またはメディアで、監
査証跡ファイルをただ
ちにバックアップしま
す。

cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

7910

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

10.5.3 変更が難しい一元管理
されたログサーバー
またはメディアで、監
査証跡ファイルをただ
ちにバックアップしま
す。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

10.5.5 ログにファイル整合性
モニタリングソフト
ウェアまたは変更検
出ソフトウェアを使用
して、アラートを生成
しなくても既存のログ
データが変更されない
ようにします(ただし、
新しいデータを追加し
てもアラートは生成し
ません)。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

7911

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 
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10.5.5 ログにファイル整合性
モニタリングソフト
ウェアまたは変更検
出ソフトウェアを使用
して、アラートを生成
しなくても既存のログ
データが変更されない
ようにします(ただし、
新しいデータを追加し
てもアラートは生成し
ません)。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

10.7 監査証跡の履歴を少な
くとも 1 年間保持し、
最低 3 ヶ月はすぐに分
析できるようにする (例: 
オンライン、アーカイ
ブ、またはバックアッ
プから復元可能)。

s3-lifecycle-policy-check Amazon S3 のライフサ
イクルポリシーが、オ
ブジェクトのライフタ
イム中に Amazon S3 が
実行するアクションの
定義に役立つように設
定されていることを確
認します (他のストレー
ジクラスへのオブジェ
クトの移行や指定した
期間後のオブジェクト
のアーカイブや削除な
ど)。

7912

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 
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10.7 監査証跡の履歴を少な
くとも 1 年間保持し、
最低 3 ヶ月はすぐに分
析できるようにする (例: 
オンライン、アーカイ
ブ、またはバックアッ
プから復元可能)。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。

11.2.3 内部スキャンと外部ス
キャンを実行し、大幅
な変更があった場合は
必要に応じて再スキャ
ンします。スキャン
は資格のある担当者が
実行する必要がありま
す。

ecr-private-image-
scanning-enabled

Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) イメージスキャ
ニングは、コンテナイ
メージ内のソフトウェ
アの脆弱性を特定する
のに役立ちます。ECR 
リポジトリでイメージ
スキャンを有効にする
と、保存されているイ
メージの整合性と安全
性を検証するレイヤー
が追加されます。

7913

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.4 侵入検知/防御テクノロ
ジーを使用して、ネッ
トワークへの侵入を検
知、防止します。カー
ド会員データ環境の
境界およびカード会員
データ環境の重要なポ
イントにおけるすべて
のトラフィックを監視
し、危殆化の疑いがあ
る場合は担当者に警告
します。すべての侵入
検知や防止エンジン、
ベースライン、シグネ
チャを常に最新の状態
に保ちます。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

11.4 侵入検知/防御テクノロ
ジーを使用して、ネッ
トワークへの侵入を検
知、防止します。カー
ド会員データ環境の
境界およびカード会員
データ環境の重要なポ
イントにおけるすべて
のトラフィックを監視
し、危殆化の疑いがあ
る場合は担当者に警告
します。すべての侵入
検知や防止エンジン、
ベースライン、シグネ
チャを常に最新の状態
に保ちます。

netfw-policy-rule-group-
associated

AWS Network Firewall 
ポリシーは、ファイ
アウォールが Amazon 
VPC のトラフィック
をモニタリングおよ
び処理する方法を定義
します。ステートレス
およびステートフルの
ルールグループを設定
して、パケットとトラ
フィックフローのフィ
ルタリングし、デフォ
ルトのトラフィック処
理を定義します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html


AWS Config デベロッパーガイド
PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

11.5 重要なシステムファイ
ル、設定ファイル、コ
ンテンツファイルの不
正な変更 (変更、追加、
削除を含む) を担当者に
警告するための変更検
出メカニズム (例: ファ
イル整合性監視ツール) 
を導入し、少なくとも
週に一度は重要ファイ
ルの比較を実行するよ
うにソフトウェアを構
成します。

cloud-trail-log-file-
validation-enabled

AWS CloudTrail のログ
ファイルの検証を使用
して、CloudTrail ログの
整合性をチェックしま
す。ログファイルの検
証は、CloudTrail がログ
ファイルを配信した後
に変更されたか、削除
されたか、変更されて
いないかを判断するの
に役立ちます。この機
能は、業界標準のアル
ゴリズムを使用して構
築されています。ハッ
シュ用の SHA-256 とデ
ジタル署名用の RSA を
備えた SHA-256。これ
により、CloudTrail ログ
ファイルを検出せずに
変更、削除、または偽
造することは計算上実
行不可能になります。

11.5 重要なシステムファイ
ル、設定ファイル、コ
ンテンツファイルの不
正な変更 (変更、追加、
削除を含む) を担当者に
警告するための変更検
出メカニズム (例: ファ
イル整合性監視ツール) 
を導入し、少なくとも
週に一度は重要ファイ
ルの比較を実行するよ
うにソフトウェアを構
成します。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for PCI DSS 3.2.1」で入手できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-PCI-DSS.yaml


AWS Config デベロッパーガイド
パブリックにアクセス可能なリ

ソースの運用のベストプラクティス

パブリックにアクセス可能なリソースの運用のベスト
プラクティス
このコンフォーマンスパックは、パブリックにアクセス可能なリソースを特定するのに役立ちます。

このコンフォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されてお
り、パラメータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要が
ある追加の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してくだ
さい。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、アジアパシフィック (香港)、
欧州 (ストックホルム)、中東 (バーレーン) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべて
の AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Publicly Accessible Resources」で入手できま
す。

RBI の「Cyber Security Framework for UCBs」に関す
る運用上のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、インド準備銀行 (RBI) の「Cyber Security Framework for Urban Cooperative Banks (UCBs)」
と、AWS マネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リ
ソースに適用され、1 つ以上の RBI の「Cyber Security Framework for UCBs」によるコントロールに関連
付けられます。RBI の「Cyber Security Framework for UCB」によるコントロールを、複数の Config ルー
ルに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以下の
表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Annex_I (1.1) ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Publicly-Accessible-Resources.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「Cyber Security Framework for 

UCBs」に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス
境に関するその他の詳細を提供
します。

Annex_I (1.1) account-part-of-organizations AWS Organizations 内の AWS 
アカウントを一元管理すること
で、アカウントが準拠されるよ
うになります。アカウントの管
理が一元化されていないと、ア
カウントの設定に一貫性がなく
なり、リソースや機密データが
流出する可能性があります。

Annex_I (1.1) ecr-private-tag-immutability-
enabled

Elastic Container Repository 
(ECR) のタグ不変性を有効にし
て、ECR イメージのイメージ
タグが上書きされないようにし
ます。以前は、タグが上書きさ
れる可能性があり、手作業でイ
メージを一意に識別するための
手法が必要でした。

Annex_I (1.3) acm-certificate-expiration-check X509 証明書が AWS ACM に
よって発行されるようにするこ
とにより、ネットワークの整合
性を保護します。これらの証明
書は有効で、期限切れではない
必要があります。このルールに
は、daysToExpiration の値が必
要です (AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラクティスの
値: 90)。実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必要があり
ます。

Annex_I (1.3) alb-http-drop-invalid-header-
enabled

Elastic Load Balancing (ELB) 
が、http ヘッダーを削除するよう
に設定されていることを確認し
ます。機密データが含まれてい
る可能性があるため、転送中の
暗号化を有効にしてデータを保
護します。

Annex_I (1.3) alb-http-to-https-redirection-check 転送中のデータを保護するた
め、暗号化されていない HTTP 
リクエストを Application Load 
Balancer が HTTPS に自動的
にリダイレクトするようにしま
す。機密データが含まれている
可能性があるため、転送中の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-tag-immutability-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-tag-immutability-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「Cyber Security Framework for 

UCBs」に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Annex_I (1.3) api-gw-cache-enabled-and-
encrypted

保管中のデータを保護するた
め、API Gateway ステージの
キャッシュで暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データは API のメソッドで
キャプチャされる可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。

Annex_I (1.3) cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

Annex_I (1.3) api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway REST API 
ステージで SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシステムが API 
Gateway からのリクエストを認
証できるようにします。

Annex_I (1.3) elbv2-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Annex_I (1.3) s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。

Annex_I (1.3) cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

Annex_I (1.3) cmk-backing-key-rotation-
enabled

キーのローテーションを有効に
して、暗号化期間の最後に到達
したときにキーがローテーショ
ンされるようにします。

Annex_I (1.3) バックアップ/リカバリ・ポイン
ト暗号化

AWS Backup リカバリポイン
トの暗号化が有効になっている
ことを確認します。機密データ
が含まれている可能性があるた
め、保管時の暗号化を有効にし
てデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「Cyber Security Framework for 

UCBs」に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Annex_I (1.3) codebuild-project-artifact-
encryption

機密性のある保管中のデータを
保護するため、AWS CodeBuild 
アーティファクトで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Annex_I (1.3) codebuild-project-s3-logs-
encrypted

機密性のある保管中のデータを
保護するため、Amazon S3 に保
存された AWS CodeBuild ログで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

Annex_I (1.3) opensearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインで
暗号化が有効になっていること
を確認します。

Annex_I (1.3) opensearch-https-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデー
タを保護するために Amazon 
OpenSearch Service ドメインへ
の接続で HTTPS が有効になって
いることを確認します。

Annex_I (1.3) opensearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Annex_I (1.3) dynamodb-table-encrypted-kms Amazon DynamoDB テーブル
で、暗号化が有効になってい
ることを確認します。これらの
テーブルには機密データが含ま
れている可能性があるため、保
管時の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB のテーブルは 
AWS が所有するカスタマーマス
ターキー (CMK) で暗号化されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「Cyber Security Framework for 

UCBs」に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Annex_I (1.3) ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

Annex_I (1.3) efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

Annex_I (1.3) elasticsearch-encrypted-at-rest 機密データが含まれている
可能性があるため、保管中
のデータを保護するために 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。

Annex_I (1.3) elasticsearch-node-to-node-
encryption-check

Amazon OpenSearch Service 
のノード間の暗号化を有効に
します。ノード間の暗号化に
より、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内のすべて
の通信で TLS 1.2 暗号化が有効
になります。機密データが含ま
れている可能性があるため、転
送中の暗号化を有効にしてデー
タを保護します。

Annex_I (1.3) elb-acm-certificate-required 機密データが含まれている可能
性があるため、転送中のデータ
を保護するために Elastic Load 
Balancing で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate Manager を
使用して、AWS のサービスと内
部リソースによってパブリック
およびプライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビジョニン
グ、およびデプロイします。

Annex_I (1.3) elb-tls-https-listeners-only Elastic Load Balancing (ELB) 
が、SSL または HTTPS リス
ナーを使用して設定されるよう
にします。機密データが含まれ
ている可能性があるため、転送
中の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「Cyber Security Framework for 

UCBs」に関する運用上のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Annex_I (1.3) encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

Annex_I (1.3) kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

Annex_I (1.3) rds-snapshot-encrypted Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) スナッ
プショットで、暗号化が有効に
なっていることを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、保管時の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。

Annex_I (1.3) rds-storage-encrypted 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) インスタ
ンスで暗号化が有効になってい
ることを確認します。Amazon 
RDS インスタンスには機密デー
タが含まれている可能性がある
ため、保管時の暗号化を有効に
してデータを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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Annex_I (1.3) redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

Annex_I (1.3) redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラスター
で、SQL クライアントに接続す
るために TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認します。機密
データが含まれている可能性が
あるため、転送中の暗号化を有
効にしてデータを保護します。

Annex_I (1.3) s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Annex_I (1.3) s3-bucket-ssl-requests-only 転送中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で、Secure Sockets Layer (SSL) 
を使用するためのリクエストが
必要かどうかを確認します。
機密データが含まれている可能
性があるため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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Annex_I (1.3) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker エンドポイン
トで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。SageMaker エンドポ
イントには機密データが含まれ
ている可能性があるため、保管
時の暗号化を有効にしてデータ
を保護します。

Annex_I (1.3) sagemaker-notebook-instance-
kms-key-configured

保管中のデータを保護するた
め、SageMaker ノートブックで 
AWS Key Management Service 
(AWS KMS) による暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。SageMaker ノートブックに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Annex_I (1.3) sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

Annex_I (1.3) dms-replication-not-public DMS レプリケーションインス
タンスにパブリックにアクセス
できないようにして、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理しま
す。DMS レプリケーションイン
スタンスには機密情報が含まれ
ている可能性があるため、これ
らのアカウントに対するアクセ
スコントロールが必要です。

Annex_I (1.3) ebs-snapshot-public-restorable-
check

EBS スナップショットがパブ
リックで復元されないようにす
ることにより、AWS クラウドへ
のアクセスを管理します。EBS 
ボリュームスナップショット
には機密情報が含まれている可
能性があるため、それらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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Annex_I (1.3) ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

Annex_I (1.3) elasticsearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメ
インが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 内にあ
ることを確認して、AWS ク
ラウドへのアクセスを管理
します。Amazon VPC 内の 
OpenSearch Service のドメイ
ンによって、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイスや 
VPN 接続なしで、OpenSearch 
Service と他のサービス間に 
Amazon VPC 内で安全な通信が
できるようになります。

Annex_I (1.3) emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラスターマス
ターノードにパブリックにアク
セスできないようにすることに
より、AWS クラウドへのアクセ
スを管理します。Amazon EMR 
クラスターのマスターノード
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対するアクセスコント
ロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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Annex_I (1.3) ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

Annex_I (1.3) autoscaling-launch-config-public-
ip-disabled

パブリック IP アドレスを使用
してネットワークインターフェ
イスを設定すると、それらの
ネットワークインターフェイス
に関連付けられたリソースにイ
ンターネットからアクセスでき
ます。EC2 リソースが、アプリ
ケーションやサーバーへの意図
しないアクセスを許可する可能
性があるため、パブリックにア
クセスできないようにする必要
があります。

Annex_I (1.3) no-unrestricted-route-to-igw Amazon EC2 ルートテーブル
で、インターネットゲートウェ
イへの無制限のルートがないこ
とを確認します。Amazon VPC 
内のワークロードのインター
ネットへのアクセスを削除また
は制限すると、環境内の意図し
ないアクセスを減らすことがで
きます。

Annex_I (1.3) redshift-cluster-kms-enabled 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) による暗号
化が有効になっていることを確
認します。Redshift クラスターに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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Annex_I (1.3) ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

Annex_I (1.3) subnet-auto-assign-public-ip-
disabled

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) サブネットにパブ
リック IP アドレスが自動的に割
り当てられないようにすること
で、AWS クラウドへのアクセス
を管理します。この属性が有効
になっているサブネットで起動
される Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) インスタンスでは、
プライマリネットワークイン
ターフェイスにパブリック IP 
アドレスが割り当てられていま
す。

Annex_I (1.3) internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

Annex_I (1.3) lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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Annex_I (1.3) lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

Annex_I (1.3) rds-instance-public-access-check Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報が含
まれている可能性があるため、
これらのアカウントに対する原
則とアクセスコントロールが必
要です。

Annex_I (1.3) rds-snapshots-public-prohibited Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) イン
スタンスが公開されないよう
にして、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。Amazon RDS データベース
インスタンスには機密情報と原
則が含まれている可能性がある
ため、それらのアカウントに対
するアクセスコントロールが必
要です。

Annex_I (1.3) redshift-cluster-public-access-
check

Amazon Redshift クラスター
が公開されないようにするこ
とで、AWS クラウドのリソー
スへのアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift クラスター
には機密情報が含まれている可
能性があるため、これらのアカ
ウントに対する原則とアクセス
コントロールが必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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Annex_I (1.3) restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

Annex_I (1.3) s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

Annex_I (1.3) s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

7928

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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Annex_I (1.3) s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

Annex_I (1.3) s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

Annex_I (1.3) sagemaker-notebook-no-direct-
internet-access

Amazon SageMaker ノートブッ
クがインターネットからの直接
アクセスを許可しないことによ
り、AWS クラウド内のリソース
へのアクセスを管理します。イ
ンターネットからの直接アクセ
スを防止することで、権限のな
いユーザーが機密データにアク
セスするのを防ぐことができま
す。

Annex_I (5.1) alb-waf-enabled ウェブアプリケーションを
保護するため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で AWS WAF が
有効になっていることを確認し
ます。WAF は、一般的なウェブ
の脆弱性からウェブアプリケー
ションや API を保護するのに
役立ちます。これらのウェブの
脆弱性は、お客様の環境で可用
性に影響を与えたり、セキュリ
ティを侵害したり、リソースを
過剰に消費したりする可能性が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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Annex_I (5.1) vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

Annex_I (5.1) waf-regional-rule-not-empty AWS WAF に空でないルール
があることを確認します。条件
のないルールは、意図しない動
作を引き起こす可能性がありま
す。

Annex_I (5.1) waf-regional-rulegroup-not-empty AWS WAF に空でないルール
グループがあることを確認しま
す。空のルールグループは、意
図しない動作を引き起こす可能
性があります。

Annex_I (5.1) waf-regional-webacl-not-empty AWS WAF にアタッチされた
ウェブ ACL には、ウェブリク
エストを検査および制御する、
ルールおよびルールグループ
のコレクションを含めること
ができます。ウェブ ACL が空
の場合、ウェブトラフィック
は、WAF による検出または処理
なしに通過します。

Annex_I (5.1) vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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Annex_I (5.1) api-gw-associated-with-waf AWS WAF では、お客様が定義
するカスタマイズ可能なウェブ
セキュリティルールと条件に基
づいて、ウェブリクエストを許
可、ブロック、またはカウント
する一連のルール (ウェブアク
セスコントロールリストまたは
ウェブ ACL と呼ばれる) を設定
することができます。Amazon 
API Gateway のステージが WAF 
のウェブ ACL に関連付けられ、
悪意のある攻撃から保護されて
いることを確認します。

Annex_I (5.1) restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

Annex_I (5.1) restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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Annex_I (6) ec2-managedinstance-
association-compliance-status-
check

AWS Systems Manager 
Association を使用することで、
組織内でソフトウェアプラッ
トフォームやアプリケーショ
ンのインベントリを作成できま
す。AWSSystems Manager で
は、マネージドインスタンスに
設定のステータスを割り当て、
オペレーティングシステムの
パッチレベル、ソフトウェアの
インストール、アプリケーショ
ン設定、環境に関するその他の
詳細のベースラインを設定でき
ます。

Annex_I (6) ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check

このルールを有効にする
と、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) の脆弱性
の特定とドキュメント化ができ
ます。このルールにより、AWS 
Systems Manager で、Amazon 
EC2 インスタンスのパッチコン
プライアンスが組織のポリシー
や手順で要求されているかどう
かをチェックします。

Annex_I (6) guardduty-non-archived-findings Amazon GuardDuty では、調査
結果が重要度 (低、中、高) で
分類されるため、インシデン
トによる影響を把握すること
ができます。これらの分類を
使用して、修復戦略と優先度
を決定することができます。こ
のルールでは、組織のポリシー
で要求される場合に、アーカイ
ブされていない結果に対して 
daysLowSev (Config デフォル
ト: 30)、daysMediumSev (Config 
デフォルト: 7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) を必要に
応じて設定できます。

Annex_I (6) elastic-beanstalk-managed-
updates-enabled

Amazon Elastic Beanstalk 環境で
マネージドプラットフォームの
更新を有効にすると、利用可能
なプラットフォームの最新の修
正、更新と、環境のための機能
がインストールされます。パッ
チのインストールを最新の状
態に保つことは、システムのセ
キュリティ保護のベストプラク
ティスです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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Annex_I (6) rds-automatic-minor-version-
upgrade-enabled

Amazon Relational Database 
Service (RDS) インスタンスで自
動マイナーバージョンアップグ
レードを有効にすると、セキュ
リティパッチやバグ修正を含む
リレーショナルデータベース管
理システム (RDBMS) の最新のマ
イナーバージョンアップデート
をインストールできます。

Annex_I (6) redshift-cluster-
maintenancesettings-check

このルールにより、Amazon 
Redshift クラスターで組織に
適した設定が行われるよう
になります。具体的には、
データベースの任意のメン
テナンスウインドウと自動
スナップショットの保持期間
を設定します。このルールで
は、allowVersionUpgrade を設定
する必要があります。デフォル
トは true です。必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定すること
もできます。実際の値には、組
織のポリシーを反映する必要が
あります。

Annex_I (6) vuln-management-plan-exists 
(process check)

環境の脆弱性に対処するための
プロセスを正式に定義するた
め、脆弱性管理計画が策定さ
れ、実施されていることを確認
します。

Annex_I (7.1) iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWS Identity and Access 
Management (IAM) によって、
ポリシーで「Resource」:「*」
に対して「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」にならな
いよう制限し、アクセス許可や
認可に最小特権と職務分離の原
則を組み込むことができます。
タスク完了のために必要以上の
権限をユーザーに付与すること
は、最小特権と職務の分離の原
則に反する可能性があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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Annex_I (7.1) iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

Annex_I (7.1) iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。

Annex_I (7.1) iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

Annex_I (7.1) iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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Annex_I (7.2) iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。

Annex_I (7.3) restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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Annex_I (7.4) api-gw-execution-logging-
enabled

API Gateway のログ記録で
は、API にアクセスしたユー
ザーと API にアクセスした方法
に関する詳細ビューが表示され
ます。このインサイトにより、
ユーザーアクティビティを可視
化することができます。

Annex_I (7.4) cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。

Annex_I (7.4) cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

Annex_I (7.4) cloudtrail-s3-dataevents-enabled Simple Storage Service (Amazon 
S3) のデータイベントを収集する
ことで、異常性の高いアクティ
ビティを検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケットにアク
セスした AWS アカウントの情
報、IP アドレス、イベント発生
時刻が含まれます。

Annex_I (7.4) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。ドメインのエ
ラーログは、セキュリティとア
クセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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Annex_I (7.4) securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

Annex_I (7.4) cw-loggroup-retention-period-
check

トラブルシューティングとフォ
レンジック調査を実行するた
め、ロググループでイベントロ
グデータの最小期間が保持され
ていることを確認します。利用
可能な過去のイベントログデー
タを入手できない場合、悪意の
あるイベントの再構築と特定が
困難になります。

Annex_I (7.4) elb-logging-enabled Elastic Load Balancing でのアク
ティビティは、環境内の通信の
中心となるポイントです。ELB 
ログ記録が有効になっている
ことを確認します。収集された
データから、ELB に送信される
リクエストについての詳細情報
が得られます。各ログには、リ
クエストを受け取った時刻、ク
ライアントの IP アドレス、レイ
テンシー、リクエストのパス、
サーバーレスポンスなどの情報
が含まれます。

Annex_I (7.4) codebuild-project-logging-
enabled

AWS CodeBuild プロジェクト
のログ記録が有効になってい
ることを確認します。これによ
り、ビルド出力ログが Amazon 
CloudWatch または Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) のいずれかに送信されます。
ビルド出力ログによって、ビル
ドプロジェクトに関する詳細情
報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
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Annex_I (7.4) opensearch-audit-logging-
enabled

Amazon OpenSearch Service ド
メインで監査ログ作成が有効に
なっていることを確認します。
監査ロギング作成により、認
証の成功と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、インデック
スの変更、受信検索クエリな
ど、OpenSearch ドメインでの
ユーザーアクティビティを追跡
できます。

Annex_I (7.4) opensearch-logs-to-cloudwatch Amazon OpenSearch Service 
のドメインでエラーログが有効
になっており、保持と応答のた
めに Amazon CloudWatch Logs 
にストリーミングされているこ
とを確認します。OpenSearch 
Service のエラーログは、セキュ
リティとアクセス監査や可用性
の問題の診断に役立ちます。

Annex_I (7.4) redshift-audit-logging-enabled Amazon Redshift クラスターの接
続とユーザーアクティビティに
関する情報をキャプチャするに
は、監査ログ作成が有効になっ
ていることを確認します。

Annex_I (7.4) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録
します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び
出し元の IP アドレス、およ
び呼び出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべての AWS 
リージョンから S3 バケットに
ログファイルを配信します。さ
らに、AWS が新しいリージョン
を作成すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証跡を作成
します。その結果、アクション
を実行しなくても、新しいリー
ジョンの API アクティビティを
含むログファイルを受け取るこ
とができるようになります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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Annex_I (7.4) rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタ
リングを行うため、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) でログ記録を有
効にします。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、接続、切
断、クエリ、クエリされたテー
ブルなどのイベントをキャプ
チャできます。

Annex_I (7.4) s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

Annex_I (7.4) vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Annex_I (7.4) wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモニタリン
グを実行するには、リージョン
およびグローバルウェブ ACL で 
AWS WAF (V2) のログ記録を有
効にします。 AWSWAF のログ
記録によって、ウェブ ACL で分
析されるトラフィックに関する
詳細情報を取得できます。この
ログレコードには、AWS WAF 
が AWS リソースからリクエスト
を受信した時間、リクエストに
関する情報、各リクエストが一
致させるルールのアクションが
含まれます。

Annex_I (7.4) redshift-cluster-configuration-
check

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Redshift クラス
ターで暗号化が有効になって
いることを確認します。また、
必要な設定が Amazon Redshift 
クラスターにデプロイされて
いることを確認する必要があ
ります。監査ログを有効にし
て、データベース内の接続と
ユーザーアクティビティに関
する情報を提供します。この
ルールでは、clusterDbEncrypted 
(Config デフォルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config デフォ
ルト:TRUE) の値が設定されてい
る必要があります。実際の値に
は、組織のポリシーを反映する
必要があります。

Annex_I(10.2) security-awareness-program-
exists (Process Check)

組織のセキュリティ意識向上プ
ログラムを確立して維持しま
す。セキュリティ意識向上プロ
グラムは、さまざまなセキュリ
ティ侵害やインシデントから組
織を保護する方法を従業員に教
育するものです。

Annex_I (12) db-instance-backup-enabled Amazon RDS のバックアップ機
能では、データベースとトラン
ザクションログのバックアップ
が作成されます。Amazon RDS 
により、DB インスタンスクラス
ターのストレージボリュームの
スナップショットが自動的に作
成され、DB インスタンス全体が
バックアップされます。このシ
ステムでは、回復性の要件を満
たす特定の保持期間を設定でき
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Annex_I (12) dynamodb-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
DynamoDB テーブルが AWS 
Backup のプランに含まれている
ことを確認します。AWSBackup 
は、ポリシーベースのバック
アップソリューションを備え
た、フルマネージドのバック
アップサービスです。このソ
リューションを使用すると、
バックアップの管理が簡素化さ
れ、バックアップに関するビジ
ネスおよび規制のコンプライア
ンス要件を満たすことができま
す。

Annex_I (12) dynamodb-pitr-enabled このルールを有効にして、情報
がバックアップされているか
どうかをチェックします。ま
た、Amazon DynamoDB でポイ
ントインタイムリカバリが有効
になっているかどうかを確認す
ることで、バックアップを維持
します。リカバリによって、過
去 35 日間のテーブルの継続的な
バックアップが維持されます。

Annex_I (12) ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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Annex_I (12) efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

Annex_I (12) バックアップ計画によって保護
された aurora リソース

データのバックアッププロセス
を実行するため、Amazon Aurora 
リソースが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

Annex_I (12) バックアップ計画-分-頻度と分保
持チェック

データのバックアッププロセス
を支援するには、AWS Backup 
プランが最小頻度と保持期間
に設定されていることを確認し
てください。AWSBackup は、
ポリシーベースのバックアップ
ソリューションを備えた、フル
マネージドのバックアップサー
ビスです。このソリューション
を使用すると、バックアップの
管理が簡素化され、バックアッ
プに関するビジネスおよび規制
のコンプライアンス要件を満た
すことができます。このルール
では、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays (デ
フォルトConfig: 35)、および 
requiredFrequencyUnit (デフォル
トConfig: 日) パラメータを設定
することができます。実際の値
には、組織の要件を反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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Annex_I (12) elasticache-redis-cluster-
automatic-backup-check

自動バックアップが有効に
なっている場合、Amazon 
ElastiCache はクラスターのバッ
クアップを毎日作成します。
バックアップは、組織の指定に
より数日間、保持することがで
きます。自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに役立ちま
す。障害が発生した場合は、新
しいクラスターを作成して、最
新のバックアップからデータを
復元できます。

Annex_I (12) redshift-backup-enabled データのバックアッププロセ
スを実行するため、Amazon 
Redshift クラスターで自動スナッ
プショットが設定されているこ
とを確認します。クラスターの
自動スナップショットを有効に
すると、Amazon Redshift はその
クラスターのスナップショット
を定期的に作成します。デフォ
ルトでは、Amazon Redshift は 
8 時間ごと、または各ノードの 5 
GB ごとのデータ変更、またはそ
のいずれか早い方のタイミング
でスナップショットを作成しま
す。

Annex_I (12) rds-in-backup-plan データのバックアッププロセ
スを実行するには、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) インスタンス
が AWS Backup のプランに
含まれていることを確認しま
す。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

Annex_I (12) s3-bucket-replication-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) クロスリージョン
レプリケーション (CRR) は、
十分な容量と可用性の維持を
サポートします。CRR によ
り、Amazon S3 バケット間でオ
ブジェクトを自動的に非同期コ
ピーできるため、データの可用
性が維持されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

Annex_I (12) s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for RBI Cyber Security Framework for UCBs」で
入手できます。

RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、インド準備銀行 (RBI) の「Master Direction － Information Technology Framework」と AWS マ
ネージド Config ルール間のマッピングの例を示します。各 Config ルールが特定の AWS リソースに適用
され、1 つ以上の RBI の「Master Direction － Information Technology Framework」によるコントロールに
関連付けられます。RBI の「Master Direction － Information Technology Framework」によるコントロール
を、複数の Config ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダン
スについては、以下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (a) 情報資産の識別と分
類。

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ

7944

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-RBI-Basic-Cyber-Security-Framework.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

3.1 (a) 情報資産の識別と分
類。

ec2-stopped-instance このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 イ
ンスタンスが、組織の
基準に従って許可され
た日数を超えて停止し
ているかどうかを確認
することで、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスのベースラインの
設定を行うことができ
ます。

3.1 (a) 情報資産の識別と分
類。

ec2-volume-inuse-check このルールによ
り、Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスにアタッチされ
た Amazon Elastic Block 
Store ボリュームが、
インスタンスの終了時
に削除対象としてマー
クされるようになりま
す。Amazon EBS ボ
リュームが、アタッチ
されているインスタン
スの終了時に削除され
ていない場合、最小限
の機能の概念に反する
可能性があります。

3.1 (a) 情報資産の識別と分
類。

ecr-private-tag-
immutability-enabled

Elastic Container 
Repository (ECR) の
タグ不変性を有効にし
て、ECR イメージのイ
メージタグが上書きさ
れないようにします。
以前は、タグが上書き
される可能性があり、
手作業でイメージを一
意に識別するための手
法が必要でした。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-tag-immutability-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-tag-immutability-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

3.1 (c) ロールベースのアクセ
スコントロール

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (g) インシデント管理 guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

3.1 (g) インシデント管理 guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (g) インシデント管理 alb-waf-enabled ウェブアプリケー
ションを保護する
ため、Elastic Load 
Balancing (ELB) で 
AWS WAF が有効に
なっていることを確認
します。WAF は、一
般的なウェブの脆弱性
からウェブアプリケー
ションや API を保護
するのに役立ちます。
これらのウェブの脆弱
性は、お客様の環境で
可用性に影響を与えた
り、セキュリティを侵
害したり、リソースを
過剰に消費したりする
可能性があります。

3.1 (g) インシデント管理 securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (g) インシデント管理 ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

3.1 (h) 追跡 api-gw-execution-
logging-enabled

API Gateway のログ記
録では、API にアクセス
したユーザーと API に
アクセスした方法に関
する詳細ビューが表示
されます。このインサ
イトにより、ユーザー
アクティビティを可
視化することができま
す。

3.1 (h) 追跡 cloud-trail-cloud-watch-
logs-enabled

Amazon CloudWatch 
を使用して、イベン
トのアクティビティロ
グを一元的に収集およ
び管理します。AWS 
CloudTrail データを含
めることで、お客様の 
AWS アカウント内の 
API コールのアクティビ
ティの詳細を提供しま
す。

3.1 (h) 追跡 codebuild-project-
logging-enabled

AWS CodeBuild プロ
ジェクトのログ記録
が有効になっている
ことを確認します。
これにより、ビルド
出力ログが Amazon 
CloudWatch または 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
のいずれかに送信され
ます。ビルド出力ログ
によって、ビルドプロ
ジェクトに関する詳細
情報が得られます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (h) 追跡 opensearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs に
ストリーミングされ
ていることを確認し
ます。OpenSearch 
Service のエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や可用性の
問題の診断に役立ちま
す。

3.1 (h) 追跡 redshift-audit-logging-
enabled

Amazon Redshift クラス
ターの接続とユーザー
アクティビティに関す
る情報をキャプチャす
るには、監査ログ作成
が有効になっているこ
とを確認します。

3.1 (h) 追跡 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
するため、非否認の際
に役立ちます。AWS の
サービスを呼び出した
ユーザーと AWS アカ
ウント、通話が発生し
た送信元 IP アドレス、
通話のタイミングを特
定できます。取得した
データの詳細は、AWS 
CloudTrail レコードの内
容で確認することがで
きます。

3.1 (h) 追跡 cloudtrail-s3-dataevents-
enabled

Simple Storage Service 
(Amazon S3) のデー
タイベントを収集す
ることで、異常性の
高いアクティビティを
検出できます。詳細に
は、Amazon S3 バケッ
トにアクセスした AWS 
アカウントの情報、IP 
アドレス、イベント発
生時刻が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (h) 追跡 cw-loggroup-retention-
period-check

トラブルシューティン
グとフォレンジック調
査を実行するため、ロ
ググループでイベント
ログデータの最小期間
が保持されていること
を確認します。利用可
能な過去のイベントロ
グデータを入手できな
い場合、悪意のあるイ
ベントの再構築と特定
が困難になります。

3.1 (h) 追跡 elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Amazon OpenSearch 
Service のドメインで
エラーログが有効に
なっており、保持と
応答のために Amazon 
CloudWatch Logs にス
トリーミングされてい
ることを確認します。
ドメインのエラーログ
は、セキュリティとア
クセス監査や、可用性
の問題の診断に役立ち
ます。

3.1 (h) 追跡 elb-logging-enabled Elastic Load Balancing 
でのアクティビティ
は、環境内の通信の
中心となるポイントで
す。ELB ログ記録が有
効になっていることを
確認します。収集され
たデータから、ELB に
送信されるリクエスト
についての詳細情報が
得られます。各ログに
は、リクエストを受け
取った時刻、クライア
ントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエス
トのパス、サーバーレ
スポンスなどの情報が
含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (h) 追跡 multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
は、AWS マネジメント
コンソールのアクショ
ンと API コールを記録
します。AWS を呼び出
したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元の IP 
アドレス、および呼び
出し日時を特定できま
す。MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
が有効になっている場
合、CloudTrail はすべ
ての AWS リージョン
から S3 バケットにロ
グファイルを配信しま
す。さらに、AWS が新
しいリージョンを作成
すると、CloudTrail はそ
のリージョンに同じ証
跡を作成します。その
結果、アクションを実
行しなくても、新しい
リージョンの API アク
ティビティを含むログ
ファイルを受け取るこ
とができるようになり
ます。

3.1 (h) 追跡 rds-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを行うた
め、Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) でロ
グ記録を有効にしま
す。Amazon RDS のロ
グ記録を使用すると、
接続、切断、クエリ、
クエリされたテーブル
などのイベントをキャ
プチャできます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (h) 追跡 s3-bucket-logging-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
サーバーアクセスのロ
グ記録によって、ネッ
トワークをモニタリ
ングし、潜在的なサイ
バーセキュリティイ
ベントに対応すること
ができます。Amazon 
S3 バケットに対して
行われたリクエストの
詳細な記録をキャプ
チャすることで、イベ
ントをモニタリングし
ます。各アクセスのロ
グレコードから、1 つ
のアクセスリクエスト
についての詳細情報を
取得できます。詳細情
報には、リクエスタ、
バケット名、リクエス
ト時刻、リクエストア
クション、レスポンス
のステータス、エラー
コード (該当する場合) 
などの情報が含まれま
す。

3.1 (h) 追跡 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログで
は、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワー
クインターフェイス間
で送受信される IP ト
ラフィックに関する情
報の詳細な記録を提供
します。フローログレ
コードには、送信元、
送信先、プロトコルな
ど、IP フローのさまざ
まなコンポーネントの
値がデフォルトで含ま
れています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (h) 追跡 wafv2-logging-enabled 環境内でログ記録とモ
ニタリングを実行する
には、リージョンおよ
びグローバルウェブ 
ACL で AWS WAF (V2) 
のログ記録を有効にし
ます。 AWSWAF のロ
グ記録によって、ウェ
ブ ACL で分析される
トラフィックに関する
詳細情報を取得できま
す。このログレコード
には、AWS WAF が 
AWS リソースからリ
クエストを受信した時
間、リクエストに関す
る情報、各リクエスト
が一致させるルールの
アクションが含まれま
す。

3.1 (h) 追跡 redshift-cluster-
configuration-check

保管中のデータを保
護するため、Amazon 
Redshift クラスターで
暗号化が有効になって
いることを確認しま
す。また、必要な設定
が Amazon Redshift ク
ラスターにデプロイ
されていることを確
認する必要がありま
す。監査ログを有効
にして、データベー
ス内の接続とユー
ザーアクティビティ
に関する情報を提供
します。このルールで
は、clusterDbEncrypted 
(Config デフォ
ルト: TRUE) と 
loggingEnabled (Config 
デフォルト:TRUE) の値
が設定されている必要
があります。実際の値
には、組織のポリシー
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (i) パブリックキー構造 acm-certificate-
expiration-check

X509 証明書が AWS 
ACM によって発行さ
れるようにすることに
より、ネットワーク
の整合性を保護しま
す。これらの証明書
は有効で、期限切れ
ではない必要があり
ます。このルールに
は、daysToExpiration 
の値が必要です (AWS 
の基本的なセキュリ
ティのベストプラク
ティスの値: 90)。実際
の値には、組織のポリ
シーを反映する必要が
あります。

3.1 (i) パブリックキー構造 alb-http-drop-invalid-
header-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、http ヘッダー
を削除するように設定
されていることを確認
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。

3.1 (i) パブリックキー構造 alb-http-to-https-
redirection-check

転送中のデータを保護
するため、暗号化され
ていない HTTP リクエ
ストを Application Load 
Balancer が HTTPS に
自動的にリダイレクト
するようにします。機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
転送中の暗号化を有効
にしてデータを保護し
ます。

3.1 (i) パブリックキー構造 api-gw-ssl-enabled Amazon API Gateway 
REST API ステージで 
SSL 証明書を設定し
て、バックエンドシス
テムが API Gateway か
らのリクエストを認証
できるようにします。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (i) パブリックキー構造 opensearch-https-
required

機密データが含まれて
いる可能性があるた
め、転送中のデータを
保護するために Amazon 
OpenSearch Service 
ドメインへの接続で 
HTTPS が有効になっ
ていることを確認しま
す。

3.1 (i) パブリックキー構造 elbv2-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.1 (i) パブリックキー構造 elb-acm-certificate-
required

機密データが含まれ
ている可能性がある
ため、転送中のデー
タを保護するために 
Elastic Load Balancing 
で暗号化を有効にしま
す。AWS Certificate 
Manager を使用し
て、AWS のサービス
と内部リソースによっ
てパブリックおよびプ
ライベートの SSL/TLS 
証明書を管理、プロビ
ジョニング、およびデ
プロイします。

3.1 (i) パブリックキー構造 elb-tls-https-listeners-
only

Elastic Load Balancing 
(ELB) が、SSL または 
HTTPS リスナーを使用
して設定されるように
します。機密データが
含まれている可能性が
あるため、転送中の暗
号化を有効にしてデー
タを保護します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.1 (i) パブリックキー構造 redshift-require-tls-ssl Amazon Redshift クラ
スターで、SQL クライ
アントに接続するため
に TLS/SSL 暗号化が必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.1 (i) パブリックキー構造 s3-bucket-ssl-requests-
only

転送中のデータを保
護するため、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケッ
トで、Secure Sockets 
Layer (SSL) を使用する
ためのリクエストが必
要かどうかを確認しま
す。機密データが含ま
れている可能性がある
ため、転送中の暗号化
を有効にしてデータを
保護します。

3.3 Vulnerability 
Management

elastic-beanstalk-
managed-updates-
enabled

Amazon Elastic 
Beanstalk 環境でマネー
ジドプラットフォーム
の更新を有効にする
と、利用可能なプラッ
トフォームの最新の修
正、更新と、環境のた
めの機能がインストー
ルされます。パッチの
インストールを最新の
状態に保つことは、シ
ステムのセキュリティ
保護のベストプラク
ティスです。

3.3 Vulnerability 
Management

rds-automatic-minor-
version-upgrade-
enabled

Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
インスタンスで自動マ
イナーバージョンアッ
プグレードを有効に
すると、セキュリティ
パッチやバグ修正を含
むリレーショナルデー
タベース管理システム 
(RDBMS) の最新のマイ
ナーバージョンアップ
デートをインストール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 Vulnerability 
Management

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

このルールによ
り、Amazon Redshift 
クラスターで組織に
適した設定が行われ
るようになります。
具体的には、データ
ベースの任意のメン
テナンスウインドウ
と自動スナップショッ
トの保持期間を設定
します。このルールで
は、allowVersionUpgrade 
を設定する必要が
あります。デフォ
ルトは true です。
必要に応じて、
「preferredMaintenanceWindow 
(デフォルトは「sat: 
16:00-sat: 16:30」) と 
automatedSnapshotRetentionPeriod 
(デフォルトは 1) を設定
することもできます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

3.3 Vulnerability 
Management

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 Vulnerability 
Management

ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

3.3 Vulnerability 
Management

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.3 Vulnerability 
Management

ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

3.5 サイバー危機管理計画 guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

3.5 サイバー危機管理計画 guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.5 サイバー危機管理計画 ec2-instance-managed-
by-systems-manager

AWS Systems Manager 
を使用して Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスを管理すること
で、組織内のソフト
ウェアプラットフォー
ムやアプリケーショ
ンのインベントリを
作成できます。AWS 
Systems Manager を使
用して、詳細なシステ
ム設定、オペレーティ
ングシステムのパッチ
レベル、サービス名と
タイプ、ソフトウェア
のインストール、アプ
リケーション名、パブ
リッシャーとバージョ
ン、および環境に関す
るその他の詳細を提供
します。

3.5 サイバー危機管理計画 ec2-managedinstance-
association-compliance-
status-check

AWS Systems Manager 
Association を使用す
ることで、組織内で
ソフトウェアプラッ
トフォームやアプリ
ケーションのインベ
ントリを作成できま
す。AWSSystems 
Manager では、マネー
ジドインスタンスに設
定のステータスを割り
当て、オペレーティン
グシステムのパッチレ
ベル、ソフトウェアの
インストール、アプリ
ケーション設定、環境
に関するその他の詳細
のベースラインを設定
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

3.5 サイバー危機管理計画 ec2-managedinstance-
patch-compliance-
status-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) の脆弱
性の特定とドキュメン
ト化ができます。この
ルールにより、AWS 
Systems Manager 
で、Amazon EC2 イン
スタンスのパッチコン
プライアンスが組織の
ポリシーや手順で要求
されているかどうかを
チェックします。

3.9 IT Risk Assessment annual-risk-assessment-
performed (process 
check)

年に 1 回、組織のリス
ク評価を実施します。
リスク評価は、組織に
影響を及ぼす可能性の
ある特定のリスクや脆
弱性の影響を判断する
のに役立ちます。

3.12 トレーニング security-awareness-
program-exists (Process 
Check)

組織のセキュリティ意
識向上プログラムを
確立して維持します。
セキュリティ意識向上
プログラムは、さまざ
まなセキュリティ侵害
やインシデントから組
織を保護する方法を従
業員に教育するもので
す。

4.4 (g) 不正分析 － 疑わしい取
引の分析、横領、窃盗
またはマネーロンダリ
ングの疑い、資産の不
正流用、財務記録の操
作など。RBI に不正を報
告するという規制要件
は、システム主導であ
る必要があります。 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

clb-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) では、受信した
トラフィックがアベイ
ラビリティーゾーンの
複数のターゲット (EC2 
インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させま
す。高可用性を確保す
るには、ELB に複数
のアベイラビリティー
ゾーンのインスタンス
が登録されていること
を確認してください。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) では、受信した
トラフィックがアベイ
ラビリティーゾーンの
複数のターゲット (EC2 
インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させま
す。高可用性を確保す
るには、ELB に複数
のアベイラビリティー
ゾーンのインスタンス
が登録されていること
を確認してください。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

lambda-vpc-multi-az-
check

AWS Lambda 関数が
アカウントの仮想プ
ライベートクラウド 
(VPC) に接続するよう
に設定されている場合
は、AWS Lambda 関
数を少なくとも 2 つ
の異なるアベイラビリ
ティーゾーンにそれぞ
れデプロイし、1 つの
ゾーンでサービスの
中断が発生した場合で
も、他のゾーンでイベ
ントを確実に処理でき
るようにします。
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

s3-bucket-default-lock-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットで、 デフォルト
でロックが有効になっ
ていることを確認しま
す。S3 バケットには機
密データが含まれてい
る可能性があるため、
保管時にオブジェクト
ロックを適用してデー
タを保護します。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

7974

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

lambda-dlq-check このルールを有効に
すると、機能が失敗
した場合に、Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) また
は Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) を介し
て、適切な担当者に通
知できます。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

beanstalk-enhanced-
health-reporting-enabled

AWS Elastic Beanstalk 
拡張ヘルスレポート
により、基盤となる
インフラストラクチャ
の健全性の変化に対す
るより迅速な対応が可
能になります。これら
の変更は、アプリケー
ションの可用性を低下
させる可能性がありま
す。Elastic Beanstalk 拡
張ヘルスレポートは、
特定された問題の重要
度を測定し、調査すべ
き可能性のある原因を
特定するためのステー
タス記述子を提供しま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

ebs-optimized-instance Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
の最適化インスタンス
は、Amazon EBS I/O 
操作専用の追加容量を
提供します。この最適
化は、Amazon EBS I/
O 操作とその他のイ
ンスタンスからのトラ
フィック間の競合を最
小化することで、EBS 
ボリュームの効率的な
パフォーマンスを実現
します。

4.4 (h) IT セキュリティシステ
ムの容量とパフォーマ
ンスの分析。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

4.4 (i) インシデントの報告と
その影響、および今後
そのようなイベントを
再発させないための措
置。 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

4.4 (i) インシデントの報告と
その影響、および今後
そのようなイベントを
再発させないための措
置。 

guardduty-non-archived-
findings

Amazon GuardDuty で
は、調査結果が重要度 
(低、中、高) で分類され
るため、インシデント
による影響を把握する
ことができます。これ
らの分類を使用して、
修復戦略と優先度を
決定することができま
す。このルールでは、
組織のポリシーで要求
される場合に、アーカ
イブされていない結果
に対して daysLowSev 
(Config デフォルト: 
30)、daysMediumSev 
(Config デフォルト: 
7)、daysHighSev 
(Config デフォルト: 1) 
を必要に応じて設定で
きます。

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

バックアップ計画に
よって保護された 
aurora リソース

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Aurora リ
ソースが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

cmk-backing-key-
rotation-enabled

キーのローテーション
を有効にして、暗号化
期間の最後に到達した
ときにキーがローテー
ションされるようにし
ます。

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

EC2-バックアップ計画
によって保護されるリ
ソース

データのバックアッ
ププロセスを支援す
るために、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

fsx-リソース-バックアッ
プ計画によって保護さ
れる

データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon FSx ファ
イルシステムが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

6.3 NBFC は、ビジネスの
重要なシステムとデー
タセンターのために必
要なバックアップサイ
トを設置する必要性に
ついて考慮するものと
します。

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling は AWS 
Application Auto Scaling 
サービスを使用し、
ユーザーに代わって、
実際のトラフィックパ
ターンに自動的に応
答するプロビジョンド
スループットキャパシ
ティを調節します。こ
れにより、テーブルま
たはグローバルセカン
ダリインデックスで、
プロビジョンされた読
み取りおよび書き込み
の容量が拡張され、ト
ラフィックの急激な増
加をスロットリングな
しで処理できるように
なります。

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

elb-cross-zone-load-
balancing-enabled

Elastic Load Balancing 
(ELB) のクロスゾーン
負荷分散を有効にし
て、十分な容量と可用
性を維持します。クロ
スゾーン負荷分散によ
り、有効な各アベイラ
ビリティーゾーンで同
じインスタンス数を維
持する必要性が軽減さ
れます。また、1 つ以上
のインスタンスの消失
を処理するアプリケー
ションの能力が向上し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

elb-deletion-protection-
enabled

このルールによ
り、Elastic Load 
Balancing で削除保護
が有効になっているか
どうかを確認します。
この機能を使用する
と、ロードバランサー
が誤って削除されたり
悪意を持って削除され
ることで、アプリケー
ションの可用性が失わ
れることを防ぐことが
できます。

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

clb-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) では、受信した
トラフィックがアベイ
ラビリティーゾーンの
複数のターゲット (EC2 
インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させま
す。高可用性を確保す
るには、ELB に複数
のアベイラビリティー
ゾーンのインスタンス
が登録されていること
を確認してください。

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) では、受信した
トラフィックがアベイ
ラビリティーゾーンの
複数のターゲット (EC2 
インスタンス、コンテ
ナ、IP アドレスなど) 
に自動的に分散させま
す。高可用性を確保す
るには、ELB に複数
のアベイラビリティー
ゾーンのインスタンス
が登録されていること
を確認してください。

7987

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

lambda-vpc-multi-az-
check

AWS Lambda 関数が
アカウントの仮想プ
ライベートクラウド 
(VPC) に接続するよう
に設定されている場合
は、AWS Lambda 関
数を少なくとも 2 つ
の異なるアベイラビリ
ティーゾーンにそれぞ
れデプロイし、1 つの
ゾーンでサービスの
中断が発生した場合で
も、他のゾーンでイベ
ントを確実に処理でき
るようにします。

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

rds-instance-deletion-
protection-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスで、削除保護
が有効になっている
ことを確認します。
削除保護を使用する
と、Amazon RDS イン
スタンが誤って削除さ
れたり、悪意を持って
削除されることでアプ
リケーションの可用性
が失われることを防ぐ
ことができます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

rds-multi-az-support Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) のマル
チ AZ のサポートによ
り、データベースイ
ンスタンスの可用性
と耐久性が強化されま
す。マルチ AZ のデー
タベースインスタンス
をプロビジョニングす
ると、Amazon RDS 
はプライマリデータ
ベースのインスタンス
を自動的に作成し、別
のアベイラビリティー
ゾーンのスタンバイイ
ンスタンスにデータを
同期的にレプリケート
します。各アベイラビ
リティーゾーンは、物
理的に独立した独自の
インフラストラクチャ
で実行されますが、高
度な信頼性を実現でき
るよう設計されていま
す。インフラストラク
チャに障害が発生した
場合、Amazon RDS で
はスタンバイへの自動
フェイルオーバーが実
行されるため、フェイ
ルオーバーが完了する
とすぐにデータベース
運用を再開できます。
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

vpc-vpn-2-tunnels-up 冗長な Site-to-Site VPN 
トンネルを実装するこ
とで、回復性の要件
を満たすことができま
す。2 つのトンネルを
使用することで、Site-
to-Site VPN 接続の 1 
つが使用できなくなっ
た場合の接続を確保し
ます。カスタマーゲー
トウェイが使用でき
なくなった場合に接続
が失われるのを防ぐた
めに、2 つ目のカスタ
マーゲートウェイを使
用して Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) および仮想プライ
ベートゲートウェイへ
の 2 つ目の Site-to-Site 
VPN 接続を設定できま
す。

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

autoscaling-group-elb-
healthcheck-required

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling グループの 
Elastic Load Balancing 
(ELB) ヘルスチェック
は、十分な容量と可
用性の維持をサポート
します。ロードバラン
サーは、定期的に ping 
の送信、接続の試行、
リクエストの送信を
実行し、Auto scaling 
グループ内の Amazon 
EC2 インスタンスのヘ
ルスステータスをテス
トします。インスタン
スによってレポートが
返されない場合、新し
い Amazon EC2 インス
タンスにトラフィック
が送信されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

dynamodb-throughput-
limit-check

このルールを有効
にすると、Amazon 
DynamoDB テーブル
でのプロビジョンド
スループットキャパ
シティがチェックさ
れるようになります。
これは、各テーブル
がサポートできる読
み取りおよび書き込
みアクティビティの量
です。DynamoDB は
この情報を使用して、
スループット要件を
満たすのに十分なシ
ステムリソースを予
約します。このルール
では、スループットが
お客様のアカウントの
最大限度に近づいたと
きにアラートが生成さ
れます。このルールで
は、accountRCUThresholdPercentage 
(Config デフォ
ルト: 80) および 
accountWCUThresholdPercentage 
(Config デフォルト: 80) 
のパラメータを必要に
応じて設定できます。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

このルールを有効にす
ると、Amazon EC2 コ
ンソールでの Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インス
タンスのモニタリング
を改善できます。この
ルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニ
タリンググラフが表示
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
は、脅威インテリジェ
ンスフィードを使用し
て、潜在的なサイバー
セキュリティイベント
をモニタリングして
検出するのに役立ちま
す。これには、AWS ク
ラウド環境内の予期し
ない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるア
クティビティを識別す
るための、悪意のある 
IP と機械学習のリスト
が含まれます。

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

lambda-concurrency-
check

このルールによ
り、Lambda 関数の同
時実行数の上限と下限
が確立されているかど
うかを確認します。こ
れは、関数が任意の時
点で処理しているリク
エスト数をベースライ
ン化する際に役立ちま
す。

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) を有
効にすると、Amazon 
RDS の可用性をモニ
タリングできます。
これにより、Amazon 
RDS データベースイ
ンスタンスのヘルスス
テータスの詳細が可視
化されます。Amazon 
RDS ストレージが、
複数の基盤となる物理
デバイスを使用してい
る場合、拡張モニタリ
ングによって各デバイ
スのデータが収集され
ます。また、Amazon 
RDS データベースイン
スタンスがマルチ AZ 配
置で実行されている場
合、セカンダリホスト
上の各デバイスのデー
タと、セカンダリホス
トのメトリクスが収集
されます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.1 IT システムは、NBFC 
の業務の規模や複雑さ
に応じて、段階的にス
ケールアップしていく
必要があります。

securityhub-enabled AWS Security Hub 
は、権限のない人
員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニ
タリングに役立ちま
す。AWSSecurity Hub 
によって、複数の AWS 
のサービスからのセ
キュリティアラート 
(検出結果) が集計、整
理、優先順位付けさ
れます。対象のサー
ビスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS 
Firewall Manager、AWS 
パートナーソリュー
ションなどがありま
す。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

s3-bucket-policy-
grantee-check

s3_ 
bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
ルールにより、Amazon 
S3 バケットによって
許可されたアクセス
が、指定した任意の 
AWS プリンシパル、
フェデレーティッド
ユーザー、サービスプ
リンシパル、IP アド
レス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限
されているかどうか
チェックされます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

dms-replication-not-
public

DMS レプリケーショ
ンインスタンスにパブ
リックにアクセスでき
ないようにして、AWS 
クラウドへのアクセス
を管理します。DMS レ
プリケーションインス
タンスには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

ebs-snapshot-public-
restorable-check

EBS スナップショット
がパブリックで復元さ
れないようにすること
により、AWS クラウド
へのアクセスを管理し
ます。EBS ボリューム
スナップショットには
機密情報が含まれてい
る可能性があるため、
それらのアカウントに
対するアクセスコント
ロールが必要です。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

ec2-instance-no-public-
ip

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスにパブリックにア
クセスできないように
して、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon EC2 イン
スタンスには機密情報
が含まれている可能性
があるため、これらの
アカウントに対するア
クセスコントロールが
必要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

elasticsearch-in-vpc-
only

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認し
て、AWS クラウドへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon VPC 内
の OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲー
トウェイ、NAT デバ
イスや VPN 接続な
しで、OpenSearch 
Service と他のサービス
間に Amazon VPC 内で
安全な通信ができるよ
うになります。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

emr-master-no-public-ip Amazon EMR クラス
ターマスターノードに
パブリックにアクセス
できないようにするこ
とにより、AWS クラウ
ドへのアクセスを管理
します。Amazon EMR 
クラスターのマスター
ノードには機密情報が
含まれている可能性が
あるため、これらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

restricted-ssh Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィック
のステートフルフィル
タリングを使用して、
ネットワークアクセス
の管理ができます。リ
ソースで 0.0.0.0/0 か
らポート 22 への入力 
(またはリモート) トラ
フィックを許可しない
ようにすることで、リ
モートアクセスを制限
できます。
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8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内に Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタ
ンスを展開し、Amazon 
VPC 内でのインス
タンスとサービス間
の安全な通信を、イ
ンターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を必要と
せず可能にします。す
べてのトラフィックは 
AWS クラウド内で安全
に保持されます。論理
的な隔離により、VPC 
内に存在するドメイン
には、パブリックエン
ドポイントを使用する
ドメインに比較して、
より拡張されたセキュ
リティレイヤーがあり
ます。Amazon EC2 イ
ンスタンスを Amazon 
VPC に割り当て、アク
セスを適切に管理しま
す。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

internet-gateway-
authorized-vpc-only

インターネットゲート
ウェイが、認可された 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
にのみアタッチされる
ようにして、AWS クラ
ウドのリソースへのア
クセスを管理します。
インターネットゲー
トウェイは、Amazon 
VPC との間の双方向イ
ンターネットアクセス
を可能にしますが、こ
れにより Amazon VPC 
リソースへの不正アク
セスが発生する可能性
があります。
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8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

lambda-function-public-
access-prohibited

AWS Lambda 関数へ
のパブリックアクセ
スができないようにし
て、AWS クラウドのリ
ソースへのアクセスを
管理します。パブリッ
クアクセスにより、リ
ソースの可用性の低下
を招く可能性がありま
す。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にデプロイして、関
数と Amazon VPC 内
の他のサービスとの間
の安全な通信を実現し
ます。この設定では、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続を使用す
る必要はありません。
すべてのトラフィッ
クは AWS クラウド内
で安全に保持されま
す。論理的な隔離によ
り、VPC 内に存在す
るドメインには、パブ
リックエンドポイント
を使用するドメインに
比較して、より拡張さ
れたセキュリティレイ
ヤーがあります。アク
セスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関
数を VPC に割り当てる
必要があります。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

rds-instance-public-
access-check

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報が含まれ
ている可能性があるた
め、これらのアカウン
トに対する原則とアク
セスコントロールが必
要です。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

rds-snapshots-public-
prohibited

Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) インス
タンスが公開されない
ようにして、AWS ク
ラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon RDS デー
タベースインスタンス
には機密情報と原則が
含まれている可能性が
あるため、それらのア
カウントに対するアク
セスコントロールが必
要です。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

redshift-cluster-public-
access-check

Amazon Redshift クラス
ターが公開されないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。Amazon Redshift 
クラスターには機密情
報が含まれている可能
性があるため、これら
のアカウントに対する
原則とアクセスコント
ロールが必要です。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

restricted-common-ports Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ポートへのアク
セスを信頼できるソー
スに制限しなければ、
システムの可用性、
完全性、機密性に対
する脅威を招く可能性
があります。このルー
ルでは、blockedPort1 
- blockedPort5 パラ
メータを必要に応
じて設定できます 
(Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織の
ポリシーを反映する必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

s3-account-level-public-
access-blocks-periodic

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソース
へのアクセスを管理し
ます。このルールは、
パブリックアクセス
を防止することで、権
限のないリモートユー
ザーから機密データを
保護するのに役立ち
ます。このルールで
は、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls 
(Config デフォル
ト: True)、および 
restrictPublicBuckets 
(Config デフォルト: 
True) の各パラメータを
必要に応じて設定でき
ます。実際の値には、
組織のポリシーを反映
する必要があります。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

s3-bucket-public-read-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

s3-bucket-public-write-
prohibited

権限のあるユーザー、
プロセス、デバイスに 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスの
みを許可することによ
り、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。アクセ
スの管理は、データの
分類と一致している必
要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

sagemaker-notebook-
no-direct-internet-
access

Amazon SageMaker 
ノートブックがイン
ターネットからの直接
アクセスを許可しない
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソースへ
のアクセスを管理しま
す。インターネットか
らの直接アクセスを
防止することで、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスする
のを防ぐことができま
す。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

vpc-default-security-
group-closed

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループで
は、AWS リソースへ
の入力および出力ネッ
トワークトラフィッ
クのステートフルフィ
ルタリングを使用し
て、ネットワークアク
セスを管理できます。
デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべ
てのトラフィックを制
限すると、AWS リソー
スへのリモートアクセ
スを制限することがで
きます。

8000

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュ
リティグループの共通
ポートに制限をかける
ことにより、AWS ク
ラウド上のリソース
へのアクセスを管理
します。信頼できる
ソースへのポートに
対するアクセスを制限
しないと、システムの
可用性、完全性、機密
性に対する攻撃を招く
可能性があります。イ
ンターネットからのセ
キュリティグループ内
のリソースへのアクセ
スを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システ
ムへのリモートアクセ
スをコントロールでき
ます。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

access-keys-rotated 組織のポリシーに従っ
て IAM アクセスキー
がローテーションさ
れるようにすること
で、認可されたデバイ
ス、ユーザー、プロセ
スについての認証情報
が監査されます。アク
セスキーを定期的に変
更することが、セキュ
リティのベストプラク
ティスです。これによ
り、アクセスキーがア
クティブになっている
期間が短縮され、キー
が侵害された場合のビ
ジネスへの影響を軽減
できます。このルー
ルでは、アクセスキー
の更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 
90)。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

emr-kerberos-enabled Amazon EMR クラス
ターで Kerberos を有
効にすることで、最
小特権と職務の分離の
原則に基づいてアク
セス許可と認可を管理
して組み込むことがで
きます。Kerberos で
は、認証を必要とする
サービスとユーザーを
プリンシパルと呼びま
す。プリンシパルは 
Kerberos 領域内に存
在します。この領域内
では、Kerberos サー
バーを KDC (キー配
布センター) と呼びま
す。これは、プリンシ
パルが認証を行うため
の手段を提供するもの
です。KDC は、チケッ
トを発行して認証を行
います。KDC は、領
域内にあるプリンシパ
ルのデータベースに加
え、プリンシパルのパ
スワードや、各プリン
シパルに関するその他
の管理情報を保持して
います。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

autoscaling-launch-
config-public-ip-disabled

パブリック IP アドレ
スを使用してネット
ワークインターフェイ
スを設定すると、それ
らのネットワークイン
ターフェイスに関連付
けられたリソースにイ
ンターネットからアク
セスできます。EC2 リ
ソースが、アプリケー
ションやサーバーへの
意図しないアクセスを
許可する可能性がある
ため、パブリックにア
クセスできないように
する必要があります。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

ec2-instance-profile-
attached

EC2 インスタンスプロ
ファイルによって、IAM 
ロールが EC2 インスタ
ンスに渡されます。イ
ンスタンスプロファイ
ルをインスタンスにア
タッチすることで、最
小特権とアクセス許可
を管理できます。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

IAM アクションが、必
要なアクションのみに
制限されていることを
確認します。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

ecs-task-definition-
nonroot-user

最小特権の原則の実装
を支援するため、ルー
トユーザー以外のあ
るユーザーに Amazon 
Elastic Container 
Service (Amazon ECS) 
タスク定義へのアクセ
スが指定されているこ
とを確認します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

efs-access-point-
enforce-root-directory

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
アクセスポイントの
ルートディレクトリ
を適用すると、アク
セスポイントのユー
ザーを、指定されたサ
ブディレクトリのファ
イルにのみアクセスさ
せ、データアクセスを
制限することができま
す。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

efs-access-point-
enforce-user-identity

最小特権の原則の
実装を支援するた
め、Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
でユーザー適用が有効
になっていることを確
認します。有効になっ
ていると、Amazon EFS 
では、NFS クライアン
トのユーザー ID および
グループ ID が、アクセ
スポイントですべての
ファイルシステムオペ
レーションに対して設
定されている ID に置き
換えられ、この適用さ
れたユーザー ID へのア
クセスのみが許可され
ます。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アク
セスコントロールリス
ト (ACL) が Amazon S3 
バケットのアクセスコ
ントロールに使用され
ているかどうかを確認
します。ACL は、AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) より
前の Amazon S3 バケッ
トのレガシーアクセス
コントロールメカニズ
ムです。ベストプラク
ティスは、ACL の代わ
りに、IAM ポリシーま
たは S3 バケットポリ
シーを使用して、S3 バ
ケットへのアクセスを
より簡単に管理するこ
とです。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

s3-bucket-level-public-
access-prohibited

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
バケットにパブリック
にアクセスできないよ
うにすることで、AWS 
クラウドのリソースへ
のアクセスを管理しま
す。このルールでは、
バケットレベルでのパ
ブリックアクセスを防
止することで、権限の
ないリモートユーザー
から機密データを保護
します。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

ssm-document-not-
public

AWS Systems Manager 
(SSM) ドキュメント
への意図しないアクセ
スが許可される可能性
があるため、SSM ド
キュメントが公開され
ていないことを確認し
ます。パブリック SSM 
ドキュメントにより、
お客様のアカウント、
リソース、内部プロセ
スに関する情報が公開
される可能性がありま
す。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

subnet-auto-assign-
public-ip-disabled

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
サブネットにパブリッ
ク IP アドレスが自動的
に割り当てられないよ
うにすることで、AWS 
クラウドへのアクセ
スを管理します。この
属性が有効になってい
るサブネットで起動さ
れる Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) 
インスタンスでは、プ
ライマリネットワーク
インターフェイスにパ
ブリック IP アドレス
が割り当てられていま
す。

8007

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

iam-root-access-key-
check

ルートユーザーに AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ロー
ルにアタッチされたア
クセスキーが割り当て
られていないことを確
認することにより、シ
ステムとアセットへの
アクセスをコントロー
ルできます。root アク
セスキーが削除され
ていることを確認しま
す。代わりに、ロール
ベースの AWS アカウン
トを作成して使用し、
最小限の機能の原則を
組み込みます。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

8008

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセス
を制限するには、こ
のルールを有効にし
ます。このルールによ
り、すべてのユーザー
の多要素認証 (MFA) が
有効になります。MFA 
は、サインイン認証
情報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らします。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

8009

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

mfa-enabled-for-iam-
console-access

コンソールのパスワー
ドを所有するすべて
の AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザーに対して 
MFA が有効になってい
るかを確認することに
より、AWS クラウド内
のリソースへのアクセ
スを管理します。MFA 
は、サインイン認証情
報に加えて更なる保
護手段を追加します。
ユーザーに MFA を要求
することで、アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らし、権限
のないユーザーが機密
データにアクセスでき
ないようにすることが
できます。

8010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

root-account-hardware-
mfa-enabled

ルートユーザーに対し
てハードウェア MFA 
を有効にすること
で、AWS クラウド内の
リソースへのアクセス
を管理します。ルート
ユーザーは、AWS アカ
ウントで最も権限のあ
るユーザーです。MFA 
は、サインイン認証
情報に更なる保護手段
を追加します。ルート
ユーザーに MFA を要求
することにより、AWS 
アカウントが侵害され
るインシデントを減ら
すことができます。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

opensearch-in-vpc-only Amazon OpenSearch 
Service のドメインが 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
内にあることを確認
して、AWS クラウ
ドへのアクセスを管
理します。Amazon 
VPC 内の Amazon 
OpenSearch Service 
のドメインによって、
インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイ
ス、そして VPN 接続を
必要とせずに、Amazon 
OpenSearch と Amazon 
VPC 内にある他のサー
ビスの間での安全な通
信が可能になります。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

root-account-mfa-
enabled

ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする
ことにより、AWS ク
ラウド内のリソース
へのアクセスを管理し
ます。ルートユーザー
は、AWS アカウント
で最も権限のあるユー
ザーです。MFA は、サ
インイン認証情報に更
なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザー
に MFA を要求すること
により、AWS アカウン
トが侵害されるインシ
デントを減らすことが
できます。

8011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

secretsmanager-
rotation-enabled-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager シークレット
でローテーションが有
効にされます。シーク
レットを定期的にロー
テーションすること
で、シークレットがア
クティブになる期間が
短縮され、シークレッ
トが侵害された場合の
ビジネスへの影響が軽
減される可能性があり
ます。

8.I 物理的/論理的なアク
セスコントロールや、
明確に定義されたパス
ワードポリシーなどの
基本的なセキュリティ
の側面。

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-check

このルールによ
り、AWS Secrets 
Manager のシークレッ
トがローテーションス
ケジュールに従って正
常にローテーションさ
れるようになります。
シークレットを定期的
にローテーションする
ことで、シークレット
がアクティブになる期
間が短縮され、シーク
レットが侵害された場
合のビジネスへの影響
が軽減される可能性が
あります。

8.II 明確に定義されたユー
ザーロール

iam-group-has-users-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、IAM グルー
プに少なくとも 1 つ
のユーザーが存在する
ようにして、アクセス
許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を
組み込むことができま
す。関連するアクセス
許可や職務に基づいて
ユーザーをグループに
配置することは、最小
特権を組み込む方法の 1 
つです。

8012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.II 明確に定義されたユー
ザーロール

iam-no-inline-policy-
check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ユーザー、IAM 
ロール、または IAM グ
ループに、システムや
アセットへのアクセス
を管理するインライン
ポリシーがないことを
確認します。AWS で
は、インラインポリ
シーではなくマネージ
ドポリシーを使用する
ことをお勧めします。
管理ポリシーにより、
再利用性、バージョニ
ング、ロールバック、
権限管理の委任が可能
になります。

8013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.II 明確に定義されたユー
ザーロール

iam-password-policy ID と認証情報は、組織
の IAM パスワードポリ
シーに基づいて発行、
管理、検証されます。
これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 お
よび AWS の基本的な
セキュリティのベスト
プラクティス標準で規
定されているパスワー
ド強度の要件を満たし
ています。このルール
では、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュ
リティのベストプラク
ティスの値: 24)、およ
び MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセ
キュリティのベスト
プラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワード
ポリシーに設定できま
す。実際の値には、組
織のポリシーを反映す
る必要があります。

8014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.II 明確に定義されたユー
ザーロール

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) によって、ポリ
シーで「Resource」:
「*」に対して
「Action」:「*」が
「Effect」:「Allow」に
ならないよう制限し、
アクセス許可や認可
に最小特権と職務分離
の原則を組み込むこと
ができます。タスク完
了のために必要以上の
権限をユーザーに付与
することは、最小特権
と職務の分離の原則に
反する可能性がありま
す。

8.II 明確に定義されたユー
ザーロール

iam-user-group-
membership-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) は、ユーザーが少
なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであるこ
とを確認して、アクセ
ス許可と認可をコント
ロールします。タスク
完了のために必要以上
の権限をユーザーに許
可することは、最小特
権と職務の分離の原則
に反する可能性があり
ます。

8.II 明確に定義されたユー
ザーロール

iam-user-no-policies-
check

このルールによ
り、AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) ポリシーがグルー
プまたはロールのみに
アタッチされ、システ
ムとアセットへのアク
セスがコントロールさ
れるようになります。
グループレベルまたは
ロールレベルで特権を
割り当てると、ID が過
剰な特権を受け取った
り保持したりする機会
を減らすことができま
す。

8015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.II 明確に定義されたユー
ザーロール

iam-user-unused-
credentials-check

AWS Identity and 
Access Management 
(IAM) では、指定した
期間に使用されていな
い IAM パスワードと
アクセスキーをチェッ
クすることにより、
アクセスの許可と認
証を行うことができ
ます。これらの未使
用の認証情報が特定
された場合は、最小
特権の原則に反する可
能性があるため、その
認証情報を無効にする
か、削除する必要があ
ります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) 
の値を設定する必要が
あります。実際の値に
は、組織のポリシーを
反映する必要がありま
す。

8.III エラーや誤用のリスク
を軽減し、データ/情報
の信頼性を確保するた
めの Maker-checker の
概念。

s3-bucket-versioning-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニン
グは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェク
トの複数のバリアント
を保持するのに役立ち
ます。バージョニング
を使用すると、Amazon 
S3 バケットに保存され
たあらゆるオブジェク
トのすべてのバージョ
ンを、保存、取得、
復元することができ
ます。バージョニング
によって、意図しない
ユーザーアクションや
アプリケーション障害
から簡単に復旧できま
す。

8016

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

db-instance-backup-
enabled

Amazon RDS のバッ
クアップ機能では、
データベースとトラン
ザクションログのバッ
クアップが作成されま
す。Amazon RDS によ
り、DB インスタンスク
ラスターのストレージ
ボリュームのスナップ
ショットが自動的に作
成され、DB インスタン
ス全体がバックアップ
されます。このシステ
ムでは、回復性の要件
を満たす特定の保持期
間を設定できます。

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

dynamodb-in-backup-
plan

データのバックアッ
ププロセスを実行
するため、Amazon 
DynamoDB テーブ
ルが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

dynamodb-pitr-enabled このルールを有効に
して、情報がバック
アップされているか
どうかをチェックし
ます。また、Amazon 
DynamoDB でポイン
トインタイムリカバリ
が有効になっているか
どうかを確認すること
で、バックアップを維
持します。リカバリに
よって、過去 35 日間
のテーブルの継続的な
バックアップが維持さ
れます。

8017

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

ebs-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュー
ムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

efs-in-backup-plan データのバックアップ
プロセスを実行する
には、Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) ファイルシス
テムが AWS Backup 
のプランに含まれて
いることを確認しま
す。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
backup-check

自動バックアップ
が有効になってい
る場合、Amazon 
ElastiCache はクラス
ターのバックアップを
毎日作成します。バッ
クアップは、組織の指
定により数日間、保持
することができます。
自動バックアップは、
データ損失を防ぐのに
役立ちます。障害が発
生した場合は、新しい
クラスターを作成し
て、最新のバックアッ
プからデータを復元で
きます。

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

rds-in-backup-plan データのバックアッ
ププロセスを実行
するには、Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
インスタンスが AWS 
Backup のプランに含ま
れていることを確認し
ます。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関する
ビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
クロスリージョンレプ
リケーション (CRR) 
は、十分な容量と可
用性の維持をサポー
トします。CRR によ
り、Amazon S3 バケッ
ト間でオブジェクトを
自動的に非同期コピー
できるため、データ
の可用性が維持されま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html


AWS Config デベロッパーガイド
RBI の「MD-ITF」の運用のベストプラクティス

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

redshift-backup-enabled データのバックアップ
プロセスを実行するた
め、Amazon Redshift ク
ラスターで自動スナッ
プショットが設定され
ていることを確認しま
す。クラスターの自動
スナップショットを有
効にすると、Amazon 
Redshift はそのクラス
ターのスナップショッ
トを定期的に作成し
ます。デフォルトで
は、Amazon Redshift 
は 8 時間ごと、また
は各ノードの 5 GB ご
とのデータ変更、また
はそのいずれか早い方
のタイミングでスナッ
プショットを作成しま
す。

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

バックアップ計画-分-頻
度と分保持チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するに
は、AWS Backup プ
ランが最小頻度と保持
期間に設定されている
ことを確認してくださ
い。AWSBackup は、
ポリシーベースのバッ
クアップソリューショ
ンを備えた、フルマ
ネージドのバックアッ
プサービスです。この
ソリューションを使用
すると、バックアップ
の管理が簡素化され、
バックアップに関す
るビジネスおよび規制
のコンプライアンス要
件を満たすことがで
きます。このルールで
は、requiredFrequencyValue 
(デフォルトConfig: 
1)、requiredretentionDays 
(デフォルトConfig: 
35)、および 
requiredFrequencyUnit 
(デフォルトConfig: 日) 
パラメータを設定する
ことができます。実際
の値には、組織の要件
を反映する必要があり
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
セキュリティ、ID、コンプライア
ンスの運用のベストプラクティス 

コントロール ID コントロールの概要 AWS Config ルール ガイダンス

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの手動削
除/無効化

AWS Backup リカバ
リポイントに、リカバ
リポイントの削除を防
止するリソースベース
のポリシーが添付され
ていることを確認しま
す。リソースベースの
ポリシーを使用してリ
カバリポイントの削除
を防止すると、偶発的
または意図的な削除を
防ぐのに役立ちます。

8.IX 定期的なテストをと
もなうデータのバック
アップの配置。 

バックアップ/リカバ
リ・ポイントの最小保
存期間チェック

データのバックアップ
プロセスを支援するた
めに、AWS Backup リ
カバリポイントに最小
保持期間が設定されて
いることを確認してく
ださい。AWSBackup 
は、ポリシーベー
スのバックアップソ
リューションを備え
た、フルマネージド
のバックアップサービ
スです。このソリュー
ションを使用すると、
バックアップの管理
が簡素化され、バッ
クアップに関するビ
ジネスおよび規制の
コンプライアンス要件
を満たすことができま
す。requiredetentionDays 
(デフォルト設定:35) 
パラメータを設定でき
るルールです。実際の
値には、組織の要件を
反映する必要がありま
す。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for RBI MD-ITF」で入手できます。

セキュリティ、ID、コンプライアンスの運用のベスト
プラクティス
このパックには、セキュリティ、ID、コンプライアンスサービスに基づく AWS Config ルールが含まれて
います。詳細については、「AWS でのセキュリティ、ID、コンプライアンス」を参照してください。この
コンフォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パ
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-RBI-MasterDirection.yaml
http://aws.amazon.com/products/security/


AWS Config デベロッパーガイド
サーバーレスの運用のベストプラクティス

ラメータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追
加の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Security, Identity, and Compliance Services」
で入手できます。

サーバーレスの運用のベストプラクティス
このパックには、サーバーレスソリューションに基づく AWS Config ルールが含まれています。このコ
ンフォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラ
メータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加
の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices for Serverless」で入手できます。

ストレージサービスの運用のベストプラクティス
このパックには、ストレージサービスに基づく AWS Config ルールが含まれています。詳細については、
「AWS でのクラウドストレージ」を参照してください。このコンフォーマンスパックは、AWS リージョ
ン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を必要としません。環境や特
定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールについては、「AWS Config 
マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices For Storage Services」で入手できます。

SWIFT CSP の運用のベストプラクティス
コンフォーマンスパックは、マネージドルールやカスタム AWS Config ルールと AWS Config 修復アク
ションを使用して、セキュリティ、運用、コスト最適化のガバナンスチェックを作成できるように設計さ
れた汎用コンプライアンスフレームワークを提供します。サンプルテンプレートとしてのコンフォーマン
スパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準を準拠するようには設計されていません。お
客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様
自身で評価する責任を負います。

以下に、SWIFT のカスタマーセキュリティプログラム (CSP) と AWS マネージド Config ルール間のマッ
ピングの例を示します。各 AWS Config ルールが特定の AWS リソースに適用され、1 つまたは複数の 
SWIFT CSP によるコントロールに関連付けられます。SWIFT CSP コントロールは、複数の AWS Config 
ルールに関連付けることができます。これらのマッピングに関する詳細およびガイダンスについては、以
下の表を参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Security-Services.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Serverless.yaml
http://aws.amazon.com/products/storage/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Storage-Services.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions


AWS Config デベロッパーガイド
SWIFT CSP の運用のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1.1 ec2-instance-managed-by-
systems-manager

AWS Systems Manager を使用
して Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを管理することで、組織内
のソフトウェアプラットフォー
ムやアプリケーションのインベ
ントリを作成できます。AWS 
Systems Manager を使用して、
詳細なシステム設定、オペレー
ティングシステムのパッチレ
ベル、サービス名とタイプ、
ソフトウェアのインストール、
アプリケーション名、パブリッ
シャーとバージョン、および環
境に関するその他の詳細を提供
します。

1.1 ec2-instance-no-public-ip Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
パブリックにアクセスできない
ようにして、AWS クラウドへの
アクセスを管理します。Amazon 
EC2 インスタンスには機密情報
が含まれている可能性があるた
め、これらのアカウントに対す
るアクセスコントロールが必要
です。

1.1 ec2-no-amazon-key-pair Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスが 
Amazon キーペアを使用して起
動されているかどうかを確認
します。これにより、認証情報
が漏洩するリスクを軽減できま
す。キーペアを含まない Amazon 
EC2 インスタンスには、Session 
Manager を使用して、または 
AWS コンソールを介してブラ
ウザベースの SSH 接続を使用
して、引き続きアクセスできま
す。

1.1 ec2-instances-in-vpc Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 内に Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスを展開
し、Amazon VPC 内でのイン
スタンスとサービス間の安全な
通信を、インターネットゲート
ウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続を必要とせず可能にします。
すべてのトラフィックは AWS 
クラウド内で安全に保持されま
す。論理的な隔離により、VPC 
内に存在するドメインには、
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-no-amazon-key-pair.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
SWIFT CSP の運用のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス
パブリックエンドポイントを使
用するドメインに比較して、よ
り拡張されたセキュリティレイ
ヤーがあります。Amazon EC2 
インスタンスを Amazon VPC に
割り当て、アクセスを適切に管
理します。

1.1 vpc-default-security-group-closed Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへ
の入力および出力ネットワー
クトラフィックのステートフ
ルフィルタリングを使用して、
ネットワークアクセスを管理で
きます。デフォルトのセキュリ
ティグループ上のすべてのトラ
フィックを制限すると、AWS リ
ソースへのリモートアクセスを
制限することができます。

1.1 vpc-network-acl-unused-check このルールにより、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) のネットワークアクセスコ
ントロールリストが使用されて
いるかどうかを確認します。未
使用のネットワークアクセスコ
ントロールリストをモニタリン
グすることで、環境の正確なイ
ンベントリの使用と管理を行う
ことができます。

1.1 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループの共通ポートに制限を
かけることにより、AWS クラ
ウド上のリソースへのアクセス
を管理します。信頼できるソー
スへのポートに対するアクセス
を制限しないと、システムの可
用性、完全性、機密性に対する
攻撃を招く可能性があります。
インターネットからのセキュ
リティグループ内のリソースへ
のアクセスを制限することで 
(0.0.0.0/0)、内部システムへのリ
モートアクセスをコントロール
できます。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config デベロッパーガイド
SWIFT CSP の運用のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1.2 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、アク
セス許可や認可に最小特権と
職務分離の原則を組み込むこ
とにより、すべての AWS Key 
Management Service のキーで
ブロックされたアクションを
含むポリシーを制限できます。
タスク完了のために必要以上
の特権を持つことは、最小特権
と職務分離の原則に反する可能
性があります。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

1.2 iam-group-has-users-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、IAM グ
ループに少なくとも 1 つのユー
ザーが存在するようにして、
アクセス許可と認可に最小特権
と職務の分離の原則を組み込む
ことができます。関連するアク
セス許可や職務に基づいてユー
ザーをグループに配置すること
は、最小特権を組み込む方法の 1 
つです。

1.2 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、すべての AWS Key 
Management Service キーでブ
ロックされたアクションを許
可するインラインポリシーがな
いことを確認します。AWS で
は、インラインポリシーでは
なくマネージドポリシーを使
用することをお勧めします。
管理ポリシーでは、再利用可
能性、バージョニング、ロール
バック、アクセス許可の管理を
委任できます。このルールによ
り、blockedActionsPatterns パ
ラメータの設定が可能になりま
す。(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの値: 
kms:Decrypt、kms:ReEncryptFrom)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

1.2 iam-no-inline-policy-check AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユー
ザー、IAM ロール、または IAM 
グループに、システムやアセッ
トへのアクセスを管理するイ
ンラインポリシーがないことを
確認します。AWS では、イン
ラインポリシーではなくマネー
ジドポリシーを使用することを
お勧めします。管理ポリシーに
より、再利用性、バージョニン
グ、ロールバック、権限管理の
委任が可能になります。

1.2 iam-user-no-policies-check このルールにより、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ポリシーがグループまたはロー
ルのみにアタッチされ、システ
ムとアセットへのアクセスがコ
ントロールされるようになりま
す。グループレベルまたはロー
ルレベルで特権を割り当てる
と、ID が過剰な特権を受け取っ
たり保持したりする機会を減ら
すことができます。

1.2 restricted-ssh Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティグ
ループでは、AWS リソースへの
入力および出力ネットワークト
ラフィックのステートフルフィ
ルタリングを使用して、ネット
ワークアクセスの管理ができま
す。リソースで 0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入力 (またはリ
モート) トラフィックを許可しな
いようにすることで、リモート
アクセスを制限できます。

1.2 nacl-no-unrestricted-ssh-rdp ポート 22 (SSH) やポート 3389 
(RDP) などのネットワーク
アクセスコントロールリスト 
(NACLs) のリモートサーバー管
理ポートへのアクセスは、VPC 
内のリソースへの意図しないア
クセスを許可する可能性がある
ため、パブリックにアクセスで
きないようにする必要がありま
す。
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1.2 s3-bucket-acl-prohibited このルールでは、アクセスコ
ントロールリスト (ACL) が 
Amazon S3 バケットのアクセ
スコントロールに使用されてい
るかどうかを確認します。ACL 
は、AWS Identity and Access 
Management (IAM) より前の 
Amazon S3 バケットのレガシー
アクセスコントロールメカニズ
ムです。ベストプラクティス
は、ACL の代わりに、IAM ポリ
シーまたは S3 バケットポリシー
を使用して、S3 バケットへのア
クセスをより簡単に管理するこ
とです。

1.2 s3-bucket-logging-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) サーバーアクセ
スのログ記録によって、ネッ
トワークをモニタリングし、潜
在的なサイバーセキュリティイ
ベントに対応することができま
す。Amazon S3 バケットに対し
て行われたリクエストの詳細な
記録をキャプチャすることで、
イベントをモニタリングしま
す。各アクセスのログレコード
から、1 つのアクセスリクエスト
についての詳細情報を取得でき
ます。詳細情報には、リクエス
タ、バケット名、リクエスト時
刻、リクエストアクション、レ
スポンスのステータス、エラー
コード (該当する場合) などの情
報が含まれます。

1.2 s3-bucket-policy-grantee-check s3_ bucket_policy_grantee_check 
を有効にして、AWS クラウド
へのアクセスを管理します。こ
のルールにより、Amazon S3 バ
ケットによって許可されたアク
セスが、指定した任意の AWS プ
リンシパル、フェデレーティッ
ドユーザー、サービスプリン
シパル、IP アドレス、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) ID によって制限されている
かどうかチェックされます。
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1.2 sns-topic-message-delivery-
notification-enabled

環境でのログ記録の要件に対
応するため、Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) トピックで配信ステー
タス通知が有効になっている
ことを確認します。メッセー
ジの配信ステータスをログに
記録することで、メッセージ
が Amazon SNS エンドポイン
トに配信されたかどうかの確
認、Amazon SNS エンドポイン
トから Amazon SNS に送信され
た応答の特定、メッセージの滞
留 (時間発行のタイムスタンプか
ら Amazon SNS エンドポイント
への配信直前までの時間)など、
運用上の洞察を深めることがで
きます。

1.4 internet-gateway-authorized-vpc-
only

インターネットゲートウェイ
が、認可された Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) に
のみアタッチされるようにし
て、AWS クラウドのリソース
へのアクセスを管理します。
インターネットゲートウェイ
は、Amazon VPC との間の双
方向インターネットアクセスを
可能にしますが、これにより 
Amazon VPC リソースへの不正
アクセスが発生する可能性があ
ります。

1.4 restricted-common-ports Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) セキュリティ
グループの共通ポートに制限
をかけることにより、AWS 
クラウド上のリソースへの
アクセスを管理します。ポー
トへのアクセスを信頼できる
ソースに制限しなければ、シ
ステムの可用性、完全性、機
密性に対する脅威を招く可能
性があります。このルールで
は、blockedPort1 - blockedPort5 
パラメータを必要に応じて設定
できます (Config デフォルト: 
20、21、3389、3306、4333)。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。
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1.4 lambda-function-public-access-
prohibited

AWS Lambda 関数へのパブリッ
クアクセスができないようにし
て、AWS クラウドのリソースへ
のアクセスを管理します。パブ
リックアクセスにより、リソー
スの可用性の低下を招く可能性
があります。

1.4 s3-account-level-public-access-
blocks-periodic

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよ
うにすることで、AWS クラウ
ドのリソースへのアクセスを
管理します。このルールは、
パブリックアクセスを防止す
ることで、権限のないリモー
トユーザーから機密データを
保護するのに役立ちます。この
ルールでは、ignorePublicAcls 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicPolicy 
(Config デフォルト: 
True)、blockPublicAcls (Config 
デフォルト: True)、および 
restrictPublicBuckets (Config デ
フォルト: True) の各パラメータ
を必要に応じて設定できます。
実際の値には、組織のポリシー
を反映する必要があります。

1.4 s3-bucket-level-public-access-
prohibited

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにパブ
リックにアクセスできないよう
にすることで、AWS クラウドの
リソースへのアクセスを管理し
ます。このルールでは、バケッ
トレベルでのパブリックアク
セスを防止することで、権限の
ないリモートユーザーから機密
データを保護します。

1.4 s3-bucket-public-read-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。
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1.4 s3-bucket-public-write-prohibited 権限のあるユーザー、プロセ
ス、デバイスに Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのアクセスのみを許可
することにより、AWS クラウド
内のリソースへのアクセスを管
理します。アクセスの管理は、
データの分類と一致している必
要があります。

1.4 ssm-document-not-public AWS Systems Manager (SSM) 
ドキュメントへの意図しないア
クセスが許可される可能性があ
るため、SSM ドキュメントが公
開されていないことを確認しま
す。パブリック SSM ドキュメ
ントにより、お客様のアカウン
ト、リソース、内部プロセスに
関する情報が公開される可能性
があります。

2.3 ec2-imdsv2-check Instance Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) メソッド
が有効になっていることを確
認することで、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
のインスタンスメタデータのア
クセスとコントロールを保護し
ます。IMDSv2 メソッドでは、
セッションベースのコントロー
ルを使用します。IMDSv2 を使用
すると、インスタンスメタデー
タへの変更を制限するためのコ
ントロールを実装できます。

2.3 ec2-instance-multiple-eni-check このルールは、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
インスタンスに複数の ENI があ
るかどうかを確認します。複数
の ENI が存在すると、デュアル
ホームインスタンス (複数のサブ
ネットを持つインスタンス) を引
き起こす可能性があります。こ
れにより、ネットワークセキュ
リティの複雑性が増し、意図
しないネットワークパスとアク
セスが導入する可能性がありま
す。
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2.3 ec2-token-hop-limit-check インスタンスメタデータサービ
ス (IMDS) の HTTP PUT 応答が 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) インスタンスに
限定されていることを確認しま
す。IMDSv2 では、メタデータ
応答ホップ制限が 1 (Config デ
フォルト) に設定されているた
め、シークレットトークンを含
む PUT 応答は、インスタンス
の外に移動することができませ
ん。この値が 1 より大きい場
合、トークンは EC2 インスタ
ンスから移動することができま
す。

2.3 ec2-volume-inuse-check このルールにより、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチさ
れた Amazon Elastic Block Store 
ボリュームが、インスタンスの
終了時に削除対象としてマーク
されるようになります。Amazon 
EBS ボリュームが、アタッチさ
れているインスタンスの終了時
に削除されていない場合、最小
限の機能の概念に反する可能性
があります。

2.3 account-part-of-organizations AWS Organizations 内の AWS 
アカウントを一元管理すること
で、アカウントが準拠されるよ
うになります。アカウントの管
理が一元化されていないと、ア
カウントの設定に一貫性がなく
なり、リソースや機密データが
流出する可能性があります。

8031

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-token-hop-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html


AWS Config デベロッパーガイド
SWIFT CSP の運用のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.3 lambda-inside-vpc AWS Lambda 関数を Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内にデプロイして、関数
と Amazon VPC 内の他のサービ
スとの間の安全な通信を実現し
ます。この設定では、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続を使用する必
要はありません。すべてのトラ
フィックは AWS クラウド内で
安全に保持されます。論理的な
隔離により、VPC 内に存在す
るドメインには、パブリックエ
ンドポイントを使用するドメイ
ンに比較して、より拡張された
セキュリティレイヤーがありま
す。アクセスを適切に管理する
ため、AWS Lambda 関数を VPC 
に割り当てる必要があります。

2.3 kms-cmk-not-scheduled-for-
deletion

保管中のデータを保護するた
め、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で、必要な
カスタマーマスターキー (CMK) 
の削除がスケジュールされてい
ないことを確認します。キーの
削除が必要になる場合があるた
め、このルールでは、キーが意
図せずスケジュールされた場合
に備えて、削除予定のすべての
キーをチェックすることができ
ます。

2.3 s3-bucket-versioning-enabled Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのバー
ジョニングは、同じ Amazon S3 
バケットでオブジェクトの複数
のバリアントを保持するのに役
立ちます。バージョニングを使
用すると、Amazon S3 バケット
に保存されたあらゆるオブジェ
クトのすべてのバージョンを、
保存、取得、復元することがで
きます。バージョニングによっ
て、意図しないユーザーアク
ションやアプリケーション障害
から簡単に復旧できます。
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2.3 secretsmanager-secret-unused AWS Secrets Manager に未使
用の認証情報が存在する場合
は、最小特権の原則に反する
可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、unusedForDays (Config デ
フォルト: 90) の値を設定でき
ます。実際の値には、組織のポ
リシーを反映する必要がありま
す。

2.5A ebs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームが AWS Backup のプラ
ンに含まれていることを確認し
ます。AWSBackup は、ポリシー
ベースのバックアップソリュー
ションを備えた、フルマネー
ジドのバックアップサービスで
す。このソリューションを使用
すると、バックアップの管理が
簡素化され、バックアップに関
するビジネスおよび規制のコン
プライアンス要件を満たすこと
ができます。

2.5A ec2-ebs-encryption-by-default 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ボリュームで暗号
化が有効になっていることを確
認します。これらのボリューム
には機密データが含まれている
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

2.5A efs-encrypted-check 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic File System (EFS) で暗号
化が有効になっていることを確
認します。

8033

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config デベロッパーガイド
SWIFT CSP の運用のベストプラクティス

コントロール ID AWS Config ルール ガイダンス

2.5A efs-in-backup-plan データのバックアッププロセス
を実行するには、Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムが AWS Backup の
プランに含まれていることを確
認します。AWSBackup は、ポ
リシーベースのバックアップソ
リューションを備えた、フルマ
ネージドのバックアップサービ
スです。このソリューションを
使用すると、バックアップの管
理が簡素化され、バックアップ
に関するビジネスおよび規制の
コンプライアンス要件を満たす
ことができます。

2.5A encrypted-volumes 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームで暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

2.5A kinesis-stream-encrypted 機密データが含まれている可能
性があるため、保管中のデー
タを保護するために Amazon 
Kinesis Streams で暗号化が有
効になっていることを確認しま
す。

2.5A s3-bucket-server-side-encryption-
enabled

保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット
で暗号化が有効になっているこ
とを確認します。Amazon S3 バ
ケットには機密データが含まれ
ている可能性があるため、暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

2.5A s3-default-encryption-kms Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットで、暗号
化が有効になっていることを確
認します。Amazon S3 バケッ
トには機密データが含まれて
いる可能性があるため、保管中
のデータの暗号化を有効にして
データを保護します。
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2.5A sns-encrypted-kms 保管中のデータを保護するた
め、Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピッ
クで AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用する
暗号化が必要かどうかを確認し
ます。公開されたメッセージに
は機密データが含まれている可
能性があるため、保管時の暗号
化を有効にしてデータを保護し
ます。

4.1 iam-password-policy ID と認証情報は、組織の IAM 
パスワードポリシーに基づ
いて発行、管理、検証されま
す。これらの ID と認証情報
は、NIST SP 800-63 および 
AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティス標準で
規定されているパスワード強
度の要件を満たしています。こ
のルールでは、必要に応じて 
RequireUppercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、RequireLowercaseCharacters 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス
の値: true)、RequireSymbols 
(AWS の基本的なセキュリ
ティのベストプラクティスの
値: true)、RequireNumbers 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
true)、MinimumPasswordLength 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
14)、PasswordReusePrevention 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 
24)、および MaxPasswordAge 
(AWS の基本的なセキュリティ
のベストプラクティスの値: 90) 
を、IAM パスワードポリシーに
設定できます。実際の値には、
組織のポリシーを反映する必要
があります。
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4.1 access-keys-rotated 組織のポリシーに従って IAM 
アクセスキーがローテーション
されるようにすることで、認可
されたデバイス、ユーザー、プ
ロセスについての認証情報が監
査されます。アクセスキーを定
期的に変更することが、セキュ
リティのベストプラクティスで
す。これにより、アクセスキー
がアクティブになっている期間
が短縮され、キーが侵害された
場合のビジネスへの影響を軽減
できます。このルールでは、ア
クセスキーの更新の値が必要で
す (Config デフォルト: 90)。実際
の値には、組織のポリシーを反
映する必要があります。

4.2 iam-user-mfa-enabled AWS クラウド内のリソースへ
のアクセスを制限するには、
このルールを有効にします。こ
のルールにより、すべてのユー
ザーの多要素認証 (MFA) が有効
になります。MFA は、サインイ
ン認証情報に加えて更なる保護
手段を追加します。ユーザーに 
MFA を要求することで、アカウ
ントが侵害されるインシデント
を減らします。

4.2 mfa-enabled-for-iam-console-
access

コンソールのパスワードを所
有するすべての AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ユーザーに対して MFA が有効
になっているかを確認すること
により、AWS クラウド内のリ
ソースへのアクセスを管理しま
す。MFA は、サインイン認証情
報に加えて更なる保護手段を追
加します。ユーザーに MFA を
要求することで、アカウントが
侵害されるインシデントを減ら
し、権限のないユーザーが機密
データにアクセスできないよう
にすることができます。
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4.2 root-account-hardware-mfa-
enabled

ルートユーザーに対してハード
ウェア MFA を有効にすること
で、AWS クラウド内のリソー
スへのアクセスを管理します。
ルートユーザーは、AWS アカウ
ントで最も権限のあるユーザー
です。MFA は、サインイン認証
情報に更なる保護手段を追加し
ます。ルートユーザーに MFA を
要求することにより、AWS アカ
ウントが侵害されるインシデン
トを減らすことができます。

4.2 root-account-mfa-enabled ルートユーザーに対して MFA 
を有効にすることにより、AWS 
クラウド内のリソースへのアク
セスを管理します。ルートユー
ザーは、AWS アカウントで最も
権限のあるユーザーです。MFA 
は、サインイン認証情報に更な
る保護手段を追加します。ルー
トユーザーに MFA を要求するこ
とにより、AWS アカウントが侵
害されるインシデントを減らす
ことができます。

5.1 ec2-instance-profile-attached EC2 インスタンスプロファイル
によって、IAM ロールが EC2 イ
ンスタンスに渡されます。イン
スタンスプロファイルをインス
タンスにアタッチすることで、
最小特権とアクセス許可を管理
できます。

5.1 iam-policy-no-statements-with-
full-access

IAM アクションが、必要なア
クションのみに制限されている
ことを確認します。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに付与することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

5.1 iam-root-access-key-check ルートユーザーに AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールにアタッチされたアクセ
スキーが割り当てられていない
ことを確認することにより、シ
ステムとアセットへのアクセス
をコントロールできます。root 
アクセスキーが削除されている
ことを確認します。代わりに、
ロールベースの AWS アカウント
を作成して使用し、最小限の機
能の原則を組み込みます。
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5.1 iam-user-group-membership-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) は、ユー
ザーが少なくとも 1 つのグルー
プのメンバーであることを確認
して、アクセス許可と認可をコ
ントロールします。タスク完了
のために必要以上の権限をユー
ザーに許可することは、最小特
権と職務の分離の原則に反する
可能性があります。

5.1 iam-user-unused-credentials-
check

AWS Identity and Access 
Management (IAM) では、指
定した期間に使用されていな
い IAM パスワードとアクセス
キーをチェックすることによ
り、アクセスの許可と認証を
行うことができます。これらの
未使用の認証情報が特定された
場合は、最小特権の原則に反す
る可能性があるため、その認証
情報を無効にするか、削除する
必要があります。このルールで
は、maxCredentialUsageAge 
(Config デフォルト: 90) の値を設
定する必要があります。実際の
値には、組織のポリシーを反映
する必要があります。

5.4 secretsmanager-rotation-
enabled-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager シークレットでロー
テーションが有効にされます。
シークレットを定期的にロー
テーションすることで、シーク
レットがアクティブになる期間
が短縮され、シークレットが侵
害された場合のビジネスへの影
響が軽減される可能性がありま
す。

5.4 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-check

このルールにより、AWS Secrets 
Manager のシークレットがロー
テーションスケジュールに従っ
て正常にローテーションされ
るようになります。シークレッ
トを定期的にローテーションす
ることで、シークレットがアク
ティブになる期間が短縮され、
シークレットが侵害された場合
のビジネスへの影響が軽減され
る可能性があります。
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5.4 secretsmanager-secret-periodic-
rotation

このルールにより、AWS Secrets 
Manager シークレットで定期
的なローテーションが有効にさ
れます。シークレットを定期的
にローテーションすることで、
シークレットがアクティブにな
る期間が短縮され、シークレッ
トが侵害された場合のビジネス
への影響が軽減される可能性が
あります。デフォルト値は 90 日
です。

5.4 secretsmanager-using-cmk 保管中のデータを保護するた
め、AWS Secrets Manager の
シークレットに対して AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) による暗号化が有効になっ
ていることを確認します。保管
中の Secrets Manager のシーク
レットに機密データが存在する
可能性があるため、保管時の暗
号化を有効にしてデータを保護
します。

6.4 ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

このルールを有効にする
と、Amazon EC2 コンソール
での Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのモニタリングを改善できま
す。このルールでは、インスタ
ンスの 1 分ごとのモニタリング
グラフが表示されます。

6.4 cloudwatch-log-group-encrypted 保管中の機密データを保護する
ため、Amazon CloudWatch ログ
グループで暗号化が有効になっ
ていることを確認します。

6.4 cloud-trail-cloud-watch-logs-
enabled

Amazon CloudWatch を使用し
て、イベントのアクティビティ
ログを一元的に収集および管理
します。AWS CloudTrail データ
を含めることで、お客様の AWS 
アカウント内の API コールのア
クティビティの詳細を提供しま
す。
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6.4 cloudtrail-enabled AWS CloudTrail は、AWS マ
ネジメントコンソールのアク
ションと API コールを記録す
るため、非否認の際に役立ちま
す。AWS のサービスを呼び出
したユーザーと AWS アカウン
ト、通話が発生した送信元 IP ア
ドレス、通話のタイミングを特
定できます。取得したデータの
詳細は、AWS CloudTrail レコー
ドの内容で確認することができ
ます。

6.4 cloud-trail-encryption-enabled 機密データが含まれている可能
性があるため、AWS CloudTrail 
の証跡で暗号化を有効にして、
保管中のデータを保護します。

6.4 cloud-trail-log-file-validation-
enabled

AWS CloudTrail のログファイル
の検証を使用して、CloudTrail 
ログの整合性をチェックし
ます。ログファイルの検証
は、CloudTrail がログファイル
を配信した後に変更されたか、
削除されたか、変更されてい
ないかを判断するのに役立ちま
す。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築
されています。ハッシュ用の 
SHA-256 とデジタル署名用の 
RSA を備えた SHA-256。これに
より、CloudTrail ログファイルを
検出せずに変更、削除、または
偽造することは計算上実行不可
能になります。

6.4 ec2-stopped-instance このルールを有効にする
と、Amazon EC2 インスタン
スが、組織の基準に従って許
可された日数を超えて停止し
ているかどうかを確認すること
で、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのベースラインの設定を行う
ことができます。
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6.4 vpc-flow-logs-enabled VPC フローログでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 内のネットワークインター
フェイス間で送受信される IP ト
ラフィックに関する情報の詳細
な記録を提供します。フローロ
グレコードには、送信元、送信
先、プロトコルなど、IP フロー
のさまざまなコンポーネントの
値がデフォルトで含まれていま
す。

6.5A guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty は、脅威イ
ンテリジェンスフィードを使用
して、潜在的なサイバーセキュ
リティイベントをモニタリング
して検出するのに役立ちます。
これには、AWS クラウド環境内
の予期しない未許可のアクティ
ビティや悪意のあるアクティビ
ティを識別するための、悪意の
ある IP と機械学習のリストが含
まれます。

6.5A securityhub-enabled AWS Security Hub は、権限の
ない人員、接続、デバイス、
ソフトウェアのモニタリング
に役立ちます。AWSSecurity 
Hub によって、複数の AWS の
サービスからのセキュリティ
アラート (検出結果) が集計、
整理、優先順位付けされます。
対象のサービスには、Amazon 
Security Hub、Amazon 
Inspector、Amazon 
Macie、AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
Access Analyzer、AWS Firewall 
Manager、AWS パートナーソ
リューションなどがあります。

テンプレート
テンプレートは、GitHub の「SWIFT CSP の運用のベストプラクティス」で入手できます。

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) のセ
キュリティのベストプラクティス
このパックには、Amazon ECS に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマンス
パックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を
必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールに
ついては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。
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のセキュリティのベストプラクティス

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for Amazon Redshift」(Amazon Redshift のセキュリ
ティベストプラクティス) で入手できます。

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) のセキュ
リティのベストプラクティス
このパックには、Amazon EFS に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマンス
パックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を
必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールに
ついては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for Amazon Redshift」(Amazon Redshift のセキュリ
ティベストプラクティス) で入手できます。

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) で
のセキュリティに関するベストプラクティス
このパックには、Amazon EKS に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマンス
パックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を
必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールに
ついては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、米国西部 (北カリフォルニア) 
を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポー
ト)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for Amazon EKS」(Amazon EKS のセキュリティベ
ストプラクティス) で入手できます。

Amazon CloudFront のセキュリティのベストプラク
ティス
このパックには、Amazon CloudFront に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマ
ンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設
定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルー
ルについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: 米国東部 (バージニア北部) でのみ利用できます

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for Amazon Redshift」(Amazon Redshift のセキュリ
ティベストプラクティス) で入手できます。
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AWS Config デベロッパーガイド
Amazon OpenSearch Service の
セキュリティベストプラクティス

Amazon OpenSearch Service のセキュリティベスト
プラクティス
このパックには、Amazon OpenSearch Service に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコ
ンフォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラ
メータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加
の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for Amazon OpenSearch Service」で入手できます。

Amazon Redshift のセキュリティベストプラクティス
このパックには、Amazon Redshift に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマン
スパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定
を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルール
については、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン) を除く、コ
ンフォーマンスパックがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for Amazon Redshift」で入手できます。

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 
でのセキュリティに関するベストプラクティス
このパックには、Amazon RDS に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマンス
パックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を
必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールに
ついては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中東 (バーレーン)、南米 (サ
ンパウロ)、アジアパシフィック (香港) を除く、コンフォーマンスパックがサポートされているすべての 
AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for Amazon RDS」(Amazon RDS のセキュリティベ
ストプラクティス) で入手できます。

AWS Auto Scaling のセキュリティのベストプラク
ティス
このパックには、AWS Auto Scaling に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマン
スパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定
を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルール
については、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS CloudTrail のセキュリティのベストプラクティス

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for AWS Auto Scaling」で入手できます。

AWS CloudTrail のセキュリティのベストプラクティ
ス
このパックには、AWS CloudTrail に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマンス
パックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を
必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールに
ついては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for AWS CloudTrail」で入手できます。

AWS CodeBuild のセキュリティのベストプラクティ
ス
このパックには、AWS CodeBuild に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマンス
パックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を
必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールに
ついては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for AWS CodeBuild」で入手できます。

Amazon ECR のセキュリティのベストプラクティス
このパックには、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に基づく AWS Config ルールが含ま
れています。このコンフォーマンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設
計されており、パラメータの設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定
する必要がある追加の管理ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参
照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for Amazon ECR」 (Amazon RDS のセキュリティベ
ストプラクティス) で入手できます。

AWS Lambda のセキュリティのベストプラクティス
このパックには、AWS Lambda に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマンス
パックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を
必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールに
ついては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)
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AWS Config デベロッパーガイド
AWS Network Firewall のセキュ

リティのベストプラクティス

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for AWS Lambda」で入手できます。

AWS Network Firewall のセキュリティのベストプラク
ティス
このパックには、AWS Network Firewall に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォー
マンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの
設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理
ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for AWS Network Firewall」で入手できます。

Amazon SageMaker のセキュリティのベストプラク
ティス
このパックには、Amazon SageMaker に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマ
ンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設
定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルー
ルについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for Amazon SageMaker」(Amazon SageMaker のセ
キュリティベストプラクティス) で入手できます。

AWS Secrets Manager のセキュリティのベストプラ
クティス
このパックには、AWS Secrets Manager に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォー
マンスパックは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの
設定を必要としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理
ルールについては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for AWS Secrets Manager」で入手できます。

AWS WAF のセキュリティのベストプラクティス
このパックには、AWS WAF に基づく AWS Config ルールが含まれています。このコンフォーマンスパッ
クは、AWS リージョン の大部分との互換性を実現するために設計されており、パラメータの設定を必要
としません。環境や特定のリージョンに対してパラメータを設定する必要がある追加の管理ルールについ
ては、「AWS Config マネージドルールのリスト」のページを参照してください。
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AWS Config デベロッパーガイド
修正アクションを含むテンプレートの例

AWS リージョン: AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部) を除く、コンフォーマンスパッ
クがサポートされているすべての AWS リージョン (リージョンのサポート)

必須パラメータの名前と説明については、「パラメータ」セクションを参照してください。

テンプレートは、GitHub の「Security Best Practices for AWS WAF」で入手できます。

修正アクションを含むテンプレートの例
修正をともなう Amazon DynamoDB の運用のベストプラクティ
ス
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices For Amazon DynamoDB with Remediation」で入
手できます。

修正を伴う Amazon S3 の運用のベストプラクティス
テンプレートは、GitHub の「Operational Best Practices For Amazon S3 with Remediation」で入手できま
す。

テンプレートの構造の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「テンプレートの分析」
を参照してください。

カスタムコンフォーマンスパック
カスタムコンフォーマンスパックは、AWS Config ルールと修復アクションの集合で、アカウントや AWS 
リージョン、または AWS Organizations の組織全体でまとめてデプロイできます。

カスタムコンフォーマンスパックを作成するには、「テンプレートをカスタマイズするセクション」の手
順を実行し、使用する AWS Config マネージドルールまたは AWS Config カスタムルールのリストを含む 
YAML ファイルを作成します。

Note

マネージドルールは、 が所有する事前に定義済みのルールです。
カスタムルールは、最初から作成するルールです。AWS Config カスタムルールを作成するに
は、Lambda 関数 (AWS Lambda デベロッパーガイド) を使用する方法と、ポリシーをコード
化する言語である Guard (Guard GitHub リポジトリ) を使用する方法の 2 つがあります。AWS 
Lambda で作成された AWS Config カスタムルールは AWS Config カスタム Lambda ルールと
呼ばれ、Guard で作成された AWS Config カスタムルールは AWS Config カスタムポリシールー
ルと呼ばれます。

テンプレートのカスタマイズ
YAML ファイルの作成

YAML ファイルを作成するには、テキストエディタを開き、ファイルを .yaml として保存します。
Note

ファイルにはパラメータおよびリソースセクションがあります。

パラメータ

YAML ファイルの Parameters セクションは、Resources セクションで後から追加する一連の AWS 
Config ルールのルールパラメータです。Parameters セクションを作成するには、次のコードブロックを
コピーして YAML ファイルに貼り付け、必要に応じてカスタマイズし、ルールパラメータごとに繰り返し
ます。
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AWS Config デベロッパーガイド
テンプレートのカスタマイズ

Parameters:     
     NameOfRuleParamNameOfRuleParameter:  
        Default: Parameter value
        Type: Type    
    ...

例:

Parameters: 
    IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength: 
        Default: '14' 
        Type: String 
         

Note

カスタムコンフォーマンスパックの作成に AWS Config ルールを選択する場合、アカウント内で 
AWS Config ルールに対して評価されるリソースがプロビジョニングされていることを確認して
ください。

1. パラメータセクションの Parameters: の 次の行は、NameOfRule + Param +
NameOfRuleParameter の順序で連結された文字列です。

a. ルール用に作成した一貫性のある名前を NameOfRule に置き換えます。たとえば、iam-
password-policy ルールには IamPasswordPolicy などと命名することができます。

b. タイプ Param。
c. 次に、特定のルールのルールパラメータ名を NameOfRuleParameter に置き換えます。AWS 

Config マネージドルールでは、ルールパラメータ名は、AWS Config マネージドルールのリス
トにあります(例: MinimumPasswordLength が iam-password-policy ルールのルールパラメータ
名)。AWS Config カスタムルールでは、ルールパラメータの名前は、ルールを作成したときに選
択した名前です。

2. AWS Config マネージドルールを使用している場合、マネージドルールのリストで適切な AWS Config 
ルールを見つけることで、特定のルールの Default および Type に対して許容される値がわかりま
す。AWS Config カスタムルールでは、ルールを作成するときに選択した値を使用します。

Note

各パラメータについて、Type は必ず指定する必要があります。Type は、「String」、
「int」、「double」、「CSV」、「boolean」および「StringMap」のいずれかから選択でき
ます。

リソース

Resources セクションには、カスタムコンフォーマンスパックに追加されているルールが一覧表示され
ます。次の Resources ブロックを Parameters セクションのすぐ下に追加し、必要に応じてカスタマイ
ズし、ルールごとに繰り返します。仕様の詳細については、「AWS::Config::ConfigRule」を参照してくだ
さい。

Resources: 
      NameOfRule: 
        Properties: 
            ConfigRuleName: ActualConfigRuleName  
            InputParameters: 
                 NameOfRuleParameter: NameOfRuleParamNameOfRuleParameter
            Source: 
                Owner: Owner
                SourceIdentifier: SOURCE_IDENTIFIER
        Type: AWS::Config::ConfigRule 
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     ...

例:

Resources: 
    IamPasswordPolicy: 
        Properties: 
            ConfigRuleName: iam-password-policy 
            InputParameters: 
                MinimumPasswordLength: IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength 
            Source: 
                Owner: AWS 
                SourceIdentifier: IAM_PASSWORD_POLICY 
        Type: AWS::Config::ConfigRule    
         

Note

カスタムコンフォーマンスパックの作成に AWS Config ルールを選択する場合、アカウント内で 
AWS Config ルールに対して評価されるリソースがプロビジョニングされていることを確認して
ください。詳細については、[サポートされるリソースタイプ] を参照してください。

1. NameOfRule セクションで作成したのと同じ名前に Parameters を置き換えます。
2. AWS Config マネージドルールでは、適切なルールページのタイトルを添えてAWS Config マネージ

ドルールのリストの該当するルールページのタイトルに ActualConfigRuleName を置き換えま
す。AWS Config カスタムルールでは、ルールの作成時に選択したConfig ルール名を使用します。

3. Parameters セクションで使用したのと同じ名前に NameOfRuleParameter を置き換えます。コロ
ンの後に、Parameters セクションで作成した NameOfRule + Param + NameOfRuleParameter の
同じ連結した文字列をコピーして貼り付けます。

4. Owner を適切な値に変更します。

Note

AWS Config マネージドルール
AWS Config マネージドルールでは、Owner の値は AWS になります。
AWS Config カスタムルール
Guard で作成された AWS Config カスタムルールでは、Owner の値は CUSTOM_POLICY
になります。Lambda で作成された AWS Config カスタムルールでは、Owner の値は
CUSTOM_LAMBDA になります。

5. SOURCE_IDENTIFIER を適切な値に変更します。

Note

AWS Config マネージドルール
AWS Config マネージドルールでは、AWS Config マネージルールのリスト選択するルールの
リンクに従って、識別子をコピーします (例： access-keys-rotated ルールのソース識別子は
ACCESS_KEYS_ROTATED)。
AWS Config カスタムルール
Lambda で作成した AWS Config カスタムルールの場合、SourceIdentifier
はルールの AWS Lambda 関数 (arn:aws:lambda:us-
east-2:123456789012:function:ActualConfigRuleName など) の Amazon リソース
ネーム (ARN) です。Guardで作成した AWS Config カスタムルールの場合、このフィールド
は不要です。

その結果、記入したスタムコンフォーマンスパックは、iam-password-policy、access-keys-rotated、お
よび iam-user-unused-passuld-check のようになるはずです。これは、これらの AWS Config マネージド
ルールを使用した例です。
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Parameters: 
    IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength: 
        Default: '14' 
        Type: String 
    AccessKeysRotatedParamMaxAccessKeyAge: 
        Default: '90' 
        Type: String 
    IamUserUnusedCredentialsCheckParamMaxCredentialUsageAge: 
        Default: '45' 
        Type: String
Resources: 
    IamPasswordPolicy: 
        Properties: 
            ConfigRuleName: iam-password-policy 
            InputParameters: 
                MinimumPasswordLength: IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength 
            Source: 
                Owner: AWS 
                SourceIdentifier: IAM_PASSWORD_POLICY 
        Type: AWS::Config::ConfigRule     
    AccessKeysRotated: 
        Properties: 
            ConfigRuleName: access-keys-rotated 
            InputParameters: 
                maxAccessKeyAge: AccessKeysRotatedParamMaxAccessKeyAge 
            Source: 
                Owner: AWS 
                SourceIdentifier: ACCESS_KEYS_ROTATED 
        Type: AWS::Config::ConfigRule 
    IamUserUnusedCredentialsCheck: 
        Properties: 
            ConfigRuleName: iam-user-unused-credentials-check 
            InputParameters: 
                maxCredentialUsageAge: 
 IamUserUnusedCredentialsCheckParamMaxCredentialUsageAge 
            Source: 
                Owner: AWS 
                SourceIdentifier: IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK 
        Type: AWS::Config::ConfigRule

カスタムコンフォーマンスパックのデプロイ
カスタムコンフォーマンスパックをデプロイするには、AWS Config コンソールを使用してコンフォー
マンスパックをデプロイする」および「AWS Config コマンドラインインターフェースを使用してコン
フォーマンスパックをデプロイする」を参照してください。

コンフォーマンスパックのダッシュボードでのコン
プライアンスデータの表示

コンフォーマンスパックのメインページには、現在 AWS アカウントにあるコンフォーマンスパックがす
べて表示されます。このページには、名前、デプロイステータス、および各コンフォーマンスパックのコ
ンプライアンススコアも表示されます。コンプライアンススコアは、コンフォーマンスパック内の可能な
ルールとリソースの組み合わせの合計数に対する、コンフォーマンスパック内のコンプライアンスルール
とリソースの組み合わせの数の割合です。

このダッシュボードを使用して、コンフォーマンスパックのコンプライアンスレベルを把握し、コンプラ
イアンススコアを使用して修復の進行状況を追跡できます。また、さまざまな要件セット間で比較を実行
し、特定の変更またはデプロイがコンフォーマンスパックに与える影響を確認できます。
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コンフォーマンスパックのメインページへの移動
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. [Conformance packs] (コンフォーマンスパック) ページに移動します。コンフォーマンスパックとそ

のコンプライアンススコアを確認します。以下の操作を行うこともできます。

• 新しいコンフォーマンスパックを追加および設定するには、[Deploy conformance pack] (コン
フォーマンスパックをデプロイ) をクリックします。

• コンフォーマンスパックとそのデータを削除したり、設定を変更したり、配信場所やパラメータな
どの追加の詳細を表示したりするには、コンフォーマンスパックを選択してから、[Actions] (アク
ション) を選択します。

Note

デプロイされたコンフォーマンスパックを編集することはできません。その他の選択内容
は、コンフォーマンスパックの名前を選択して [Actions] (アクション) ドロップダウンの 
[Edit] (編集) を選択すると、いつでも変更できます。

• コンプライアンス状態の変更履歴を表示するには、コンフォーマンスパックを選択してから、
[Conformance pack timeline] (コンフォーマンスパックのタイムライン) を選択します。詳細につい
ては、「コンフォーマンスパックのコンプライアンス履歴のタイムラインの表示」を参照してくだ
さい。

• デプロイステータス、コンプライアンススコア、コンプライアンススコアのタイムライン、および
コンフォーマンスパックのルールを詳細ビューで表示するには、コンフォーマンスパックを選択
し、[表示] を選択します。

詳細はこちら
コンフォーマンスパックの前提条件

コンフォーマンスパックのサンプルテンプレート

コンフォーマンスパックをデプロイする

AWS のサービスの制限

AWS Config コンソールを使用したコンフォーマン
スパックのデプロイ

[Conformance packs] (コンフォーマンスパック) ページでは、リージョンのアカウントにコンフォーマン
スパックをデプロイできます。また、デプロイされたコンフォーマンスパックを編集および削除すること
もできます。

テンプレートを使用したコンフォーマンスパックのデ
プロイ
AWS Config サンプルテンプレートまたは独自のカスタムテンプレートを使用して、コンフォーマンス
パックをデプロイできます。カスタムコンフォーマンスパックの作成方法については、「カスタムコン
フォーマンスパック」を参照してください。

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
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2. [Conformance packs] (コンフォーマンスパック) ページに移動し、[Deploy conformance pack] (コン
フォーマンスパックをデプロイ) を選択します。

3. [Specify template] (テンプレートを指定) ページで、サンプルテンプレートを選択するか、既存のテン
プレートを使用します。

• [Use sample template] (サンプルテンプレートを使用) を選択した場合は、サンプルテンプレートの
ドロップダウンリストから [Sample template] (サンプルテンプレート) を選択します。

各テンプレートの内容の詳細については、「コンフォーマンスパックのサンプルテンプレート」を
参照してください。

• [Template is ready] (テンプレートの準備ができています) を選択した場合、テンプレートソースを
指定します。テンプレートソースは Amazon S3 URI、AWS Systems Manager ドキュメント (SSM 
ドキュメント)、アップロードするテンプレートのいずれかです。

テンプレートが 50 KB を超える場合は、S3 バケットにアップロードし、その S3 バケットの場所を
選択します。例: s3://bucketname/prefix.

Important

カスタムコンフォーマンスパックに基づいてコンフォーマンスパックの YAML ファイルを
ゼロから作成した場合、[Template is ready] (テンプレートの準備ができています) を選択
します。

4. [Next] を選択します。
5. [Specify conformance pack details] (コンフォーマンスパックの詳細を指定) ページで、コンフォーマ

ンスパックの名前を入力します。

このコンフォーマンスパック名は、最大 256 文字の英数字を含む一意の名前である必要があります。
名前にはハイフンを使用できますが、スペースを含めることはできません。

6. オプション: パラメータを追加します。

パラメータはテンプレートで定義され、リソースの管理と整理に役立ちます。
7. [Next] を選択します。
8. [Review and deploy] (レビューとデプロイ) ページで、すべての情報を確認します。

[Edit] (編集) を選択すると、テンプレートの詳細とコンフォーマンスパックの詳細を編集できます。
9. [Deploy conformance pack] (コンフォーマンスパックをデプロイ) を選択します。

AWS Config は、コンフォーマンスパックページに適切なステータスでコンフォーマンスパックを表
示します。

コンフォーマンスパックのデプロイに失敗した場合は、アクセス許可を確認し、前提条件のステップ
を実行したことを確認して、もう一度試してください。または AWS Support に問い合わせてくださ
い。

修復を伴うサンプルテンプレートを使用してコンフォーマンスパックをデプロイするには、「修復を伴う
コンフォーマンスパックを使用するための前提条件 (p. 715)」を参照してから前述の手順を使用してくだ
さい。

1 つ以上の AWS Config ルールを含むコンフォーマンスパックをデプロイするには、「1 つ以上の AWS 
Config ルールでコンフォーマンスパックを使用する場合の前提条件 (p. 716)」を参照してください。

コンフォーマンスパックを編集する
1. コンフォーマンスパックを編集するには、テーブルからコンフォーマンスパックを選択します。
2. [Actions] (アクション) を選択して、[Edit] (編集) を選択します。
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3. [Edit conformance pack] (コンフォーマンスパックを編集) ページで、テンプレートの詳細、サンプル
テンプレート、コンフォーマンスパック、およびパラメータセクションを編集できます。

コンフォーマンスパックの名前は変更できません。
4. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

コンフォーマンスパックが AWS Config ルールとともに表示されます。

コンフォーマンスパックを削除する
1. コンフォーマンスパックを削除するには、テーブルからコンフォーマンスパックを選択します。
2. Actions を選択してから、Delete  を選択します。
3. ###########の削除ダイアログボックスで、このコンフォーマンスパックを完全に削除するかどうか

確認します。

Important

このアクションを元に戻すことはできません。コンフォーマンスパックを削除すると、そ
のコンフォーマンスパック内のすべての AWS Config ルールと修復アクションが削除されま
す。

4. [Delete] (削除) と入力し、[Delete] (削除) を選択します。

[Conformance packs] (コンフォーマンスパック) ページでは、コンフォーマンスパックが完全に削除
されるまで、デプロイステータスが [Deleting] (削除中) と表示されます。

AWS Command Line Interface を使用したコン
フォーマンスパックのデプロイ

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、AWS Config コンフォーマンスパックのデプロイ、
表示、更新、コンプライアンス状況の表示、および削除を行うことができます。

AWS CLI は、AWS サービスを管理するための統合ツールです。ダウンロードおよび設定用の単一のツー
ルのみを使用して、コマンドラインから複数の AWS サービスを制御し、スクリプトを使用してそれらを
自動化できます。AWS CLI の詳細と AWS CLI ツールのインストール手順については、AWS Command 
Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

• AWS Command Line Interface ユーザーガイド
• AWS Command Line Interface のセットアップ

必要に応じて、aws configure と入力し、AWS CLI が AWS Config コンフォーマンスパックを利用でき
る AWS リージョンを使用するように設定します。

トピック
• コンフォーマンスパックのデプロイ (p. 8053)
• コンフォーマンスパックの表示 (p. 8053)
• コンフォーマンスパックのステータスの表示 (p. 8054)
• コンフォーマンスパックのコンプライアンス状況の表示 (p. 8054)
• 特定のコンフォーマンスパックのコンプライアンス詳細の取得 (p. 8055)
• コンフォーマンスパックを削除する (p. 8055)
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コンフォーマンスパックのデプロイ
1. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
2. 次のいずれかのコマンドを入力して、MyConformancePack という名前のコンフォーマンスパック

をデプロイします。テンプレートソースは Amazon S3 URI、アップロードするテンプレート、または 
AWS Systems Manager ドキュメント (SSM ドキュメント) のいずれかです。

Amazon S3 URL

aws configservice put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-s3-uri "s3://AmazonS3bucketname/template name.yaml"
--delivery-s3-bucket AmazonS3bucketname

ローカルディレクトリの YAML テンプレート

aws configservice put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-body template body
--delivery-s3-bucket AmazonS3bucketname

AWS Systems Manager ドキュメント (Systems Manager ドキュメント)

aws config put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-ssm-document-details MyConformancePackDocument
--delivery-s3-bucket AmazonS3bucketname

3. Enter キーを押してコマンドを実行します。

次のような出力が表示されます。

{ 
    "conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID"
}

Note

コンフォーマンスパック用の YAML テンプレートの作成の詳細については、「カスタムコン
フォーマンスパック」を参照してください。

コンフォーマンスパックの表示
1. 次のコマンドを入力します。

aws configservice describe-conformance-packs 

または

aws configservice describe-conformance-packs --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"

2. 次のような出力が表示されます。
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{ 
    "conformancePackName": "MyConformancePack1", 
    "conformancePackId": "conformance-pack-ID", 
    "conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID", 
    "conformancePackInputParameters": [], 
    "lastUpdateRequestedTime": "Thu Jul 18 16:07:05 PDT 2019"
}

コンフォーマンスパックのステータスの表示
1. 次のコマンドを入力します。

aws configservice describe-conformance-pack-status --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"

2. 次のような出力が表示されます。

{ 
    "stackArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:AccountID:stack/awsconfigconforms-
MyConformancePack1-conformance-pack-ID/d4301fe0-a9b1-11e9-994d-025f28dd83ba", 
    "conformancePackName": "MyConformancePack1", 
    "conformancePackId": "conformance-pack-ID", 
    "lastUpdateCompletedTime": "Thu Jul 18 16:15:17 PDT 2019", 
    "conformancePackState": "CREATE_COMPLETE", 
    "conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID", 
    "lastUpdateRequestedTime": "Thu Jul 18 16:14:35 PDT 2019"
}

コンフォーマンスパックのコンプライアンス状況の表
示
1. 次のコマンドを入力します。

aws configservice describe-conformance-pack-compliance --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"

2. 次のような出力が表示されます。

{ 
    "conformancePackName": "MyConformancePack1", 
    "conformancePackRuleComplianceList": [ 
        { 
            "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName1-conformance-pack-ID", 
            "complianceType": "NON_COMPLIANT" 
        }, 
        { 
            "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName2-conformance-pack-ID", 
            "complianceType": "COMPLIANT" 
        } 
    ]
}
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特定のコンフォーマンスパックのコンプライアンス詳
細の取得
1. 次のコマンドを入力します。

aws configservice get-conformance-pack-compliance-details --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"

2. 次のような出力が表示されます。

{ 
    "conformancePackRuleEvaluationResults": [ 
        { 
            "evaluationResultIdentifier": { 
                "orderingTimestamp": "Tue Jul 16 23:07:35 PDT 2019", 
                "evaluationResultQualifier": { 
                    "resourceId": "resourceID", 
                    "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName1-conformance-pack-
ID", 
                    "resourceType": "AWS::::Account" 
                } 
            }, 
            "configRuleInvokedTime": "Tue Jul 16 23:07:50 PDT 2019", 
            "resultRecordedTime": "Tue Jul 16 23:07:51 PDT 2019", 
            "complianceType": "NON_COMPLIANT" 
        }, 
        { 
            "evaluationResultIdentifier": { 
                "orderingTimestamp": "Thu Jun 27 15:16:36 PDT 2019", 
                "evaluationResultQualifier": { 
                    "resourceId": "resourceID", 
                    "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName2-conformance-pack-
ID", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup" 
                } 
            }, 
           "configRuleInvokedTime": "Thu Jul 11 23:08:06 PDT 2019", 
            "resultRecordedTime": "Thu Jul 11 23:08:06 PDT 2019", 
            "complianceType": "COMPLIANT" 
        } 
    ], 
    "conformancePackName": "MyConformancePack1"
}
}

コンフォーマンスパックを削除する
• 次のコマンドを入力します。

aws configservice delete-conformance-pack --conformance-pack-name MyConformancePack1

成功すると、コマンドは追加の出力なしで実行されます。
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Important

このアクションを元に戻すことはできません。コンフォーマンスパックを削除すると、そ
のコンフォーマンスパック内のすべての AWS Config ルールと修復アクションが削除されま
す。

コンフォーマンスパックの管理 (API)
次の AWS Config API アクションを使用して、コンフォーマンスパックを管理します。

• DeleteConformancePack
• DescribeConformancePackCompliance
• DescribeConformancePacks
• DescribeConformancePackStatus
• GetConformancePackComplianceDetails
• GetConformancePackComplianceSummary
• ListConformancePackComplianceScores
• PutConformancePack

組織内のすべてのアカウントのコンフォーマンス
パックの管理

AWS Config を使用して、組織内のすべての AWS アカウントのコンフォーマンスパックを管理します。以
下の操作を行うことができます。

• AWS Organizations の組織のメンバーアカウント間でコンフォーマンスパックを一元的にデプロイ、更
新、削除します。

• すべてのアカウントに共通の AWS Config ルールと修復アクションのセットをデプロイし、AWS Config 
ルールと修復アクションを作成させないアカウントを指定します。

• AWS Organizations の管理者アカウントから API を使用して、基盤となる AWS Config ルールおよび修
正アクションを組織のメンバーアカウントが変更できないようにすることでガバナンスを適用します。

Note

異なるリージョンにまたがるデプロイの場合
アカウント間でルールとコンフォーマンスパックをデプロイする API コールは、リージョ
ン固有のものです。他のリージョンにルールをデプロイする場合は、組織レベルで API コー
ルのコンテキストを別のリージョンに変更する必要があります。例えば、米国東部 (バージ
ニア北部) にルールをデプロイするには、リージョンを米国東部 (バージニア北部) に変更
し、PutOrganizationConfigRule を呼び出します。
組織内のアカウントの場合
新しいアカウントが組織に参加すると、ルールまたはコンフォーマンスパックはそのアカウント
にデプロイされます。アカウントが組織を離脱すると、そのルールまたはコンフォーマンスパッ
クは削除されます。
組織のルールまたはコンフォーマンスパックを組織管理者アカウントでデプロイし、委任された
管理者を確立して、委任された管理者アカウントに組織のルールまたはコンフォーマンスパック
をデプロイした場合、委任された管理者アカウントから、組織のルールやコンフォーマンスパッ
クを表示したり、組織の管理者アカウントから、委任された管理者アカウントで組織のルールや
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コンフォーマンスパックを表示したりすることはできません。DescribeOrganizationConfigRules
および DescribeOrganizationConformancePacks API は、これらの API を呼び出すアカウント内
からデプロイされた組織関連リソースのみを表示および操作できます。
組織に追加された新しいアカウントに対する再試行メカニズム
レコーダーが利用できない場合、組織の既存のルールと組織のコンフォーマンスパックのデプロ
イは、アカウントを組織に追加してから 7 時間のみ再試行されます。組織にアカウントを追加し
てから 7 時間以内にレコーダーが存在しない場合は、レコーダーを作成する必要があります。

AWS コンソールから組織全体にコンフォーマンスパックをデプロイするには、AWS Systems Manager を
使用します。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Config コンフォーマンス
パックのデプロイ」を参照してください。

以下の API を使用して組織内のすべての AWS アカウントでコンフォーマンスパックを管理する前
に、AWS Config 記録がオンになっていることを確認します。

• DeleteOrganizationConformancePack は、組織の指定したコンフォーマンスパック、すべての config 
ルール、および修復アクションをその組織内のすべてのメンバーアカウントから削除します。

• DescribeOrganizationConformancePacks は、組織のコンフォーマンスパックのリストを返します。
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses は、組織のコンフォーマンスパックのデプロイステー

タスを提供します。
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus は、組織の特定のコンフォーマンスパックについて、

組織内の各メンバーアカウントの詳細なステータスを返します。
• PutOrganizationConformancePack は、AWS 組織のメンバーアカウント全体に、コンフォーマンスパッ

クをデプロイします。

リージョンのサポート
コンフォーマンスパックの AWS 組織内のメンバーアカウント間へのデプロイは、以下のリージョンでサ
ポートされています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

コンフォーマンスパックのコンプライアンス履歴の
タイムラインの表示

AWS Config では、コンフォーマンパックのコンプライアンス状態の変更を保存することができます。こ
れにより、コンプライアンスステータスの変更履歴を表示できます。これらのコンプライアンス状態の変
更は、タイムラインとして表示されます。タイムラインでは、一定期間の変更を ConfigurationItems
としてキャプチャします。また、この機能を使ってコンプライアンスパック内にある非準拠の特定のルー
ルを検索できます。

AWS Config のすべてのリソースタイプの記録をオプトインまたはオプトアウトすることができます。す
べてのリソースタイプの記録を選択 (オプトイン) した場合、AWS Config は AWS Config ルールで評価さ
れたコンフォーマンスパックのコンプライアンス履歴を自動的に記録し始めます。デフォルトでは、AWS 
Config はサポートされているすべてのリソースの設定変更を記録します。また、特定のコンフォーマンス
パックのコンプライアンス履歴リソースタイプ: AWS::Config::ConformancePackCompliance のみ
を選択することもできます。AWS::Config::ConformancePackCompliance リソースタイプの記録は
追加料金なしでご利用いただけます。詳細については、AWS Config が記録するリソースの選択を参照し
てください。

コンフォーマンスパック内のすべてのルールが準拠している場合、コンフォーマンスパックは準拠し
ています。いずれかのルールが準拠していない場合は、準拠していません。コンフォーマンスパックの
コンプライアンスステータスは、データ不足によりコンフォーマンスパック内のすべてのルールを評価
できない場合のみ、INSUFFICIENT_DATA になります。コンフォーマンスパック内のルールの一部は

8058

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/select-resources.html#select-resources-console


AWS Config デベロッパーガイド
コンプライアンスのタイムラインの表示

準拠しているものの、同じコンフォーマンスパック内の他のルールのコンプライアンスステータスが 
INSUFFICIENT_DATA である場合、コンフォーマンスパックは準拠と表示されます。コンフォーマンス
パックのコンプライアンスは、一度にすべて評価されるわけではありません。ルールによっては、他の
ルールよりも評価に時間がかかる場合があります。ルールのグループについてコンプライアンスが一度に
評価され、コンフォーマンスパック内のすべてのルールが評価されるまで段階的に継続されます。

トピック
• コンプライアンスのタイムラインの表示 (p. 8059)
• コンプライアンス履歴のクエリ (p. 8059)

コンプライアンスのタイムラインの表示
コンプライアンスのタイムラインにアクセスする場合は、[Conformance pack] (コンフォーマンスパック) 
メインページから特定のコンフォーマンスパックを選択します。

1. [Conformance Pack] (コンフォーマンスパック) ページに移動します。
2. [Conformance Pack] (コンフォーマンスパック) のメインページで、特定のコンフォーマンスパックを選

択してから、[Conformance pack timeline] (コンフォーマンスパックのタイムライン) を選択します。
Note

または、コンフォーマンスパックの詳細ページからコンプライアンスタイムラインを使用する
こともできます。コンフォーマンスパックをクリックし、[Action] (アクション) ドロップダウ
ンで [View details] (詳細を表示) を選択します。このページから、[Conformance pack timeline]
(コンフォーマンスパックのタイムライン) を選択します。

タイムラインには、コンフォーマンスパックのコンプライアンスステータスの変更の履歴が表示されま
す。以下の操作を行うことができます。

1. コンプライアンスの変更を展開して、コンフォーマンスパック内の各ルールのコンプライアンスステー
タスを行単位で表示します。

2. 展開されたビューから、特定のルールを選択してその詳細ページを表示します。

コンプライアンス履歴のクエリ
get-resource-config-history を使用して、リソースタイプ
AWS::Config::ConformancePackCompliance でコンプライアンス履歴をクエリします。

aws configservice get-resource-config-history --resource-type 
 AWS::Config::ConformancePackCompliance --resource-id conformance-pack-ID

次のような出力が表示されます。

{ 
    "configurationItems": [ 
        { 
            "version": "1.3", 
            "accountId": "Account ID", 
            "configurationItemCaptureTime": 1614641951.442, 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "configurationStateId": "1614641951442", 
            "configurationItemMD5Hash": "", 
            "arn": "arn:aws:config:us-east-1:Account ID:conformance-
pack/MyConformancePack1/conformance-pack-ID", 
            "resourceType": "AWS::Config::ConformancePackCompliance", 
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            "resourceId": "conformance-pack-ID", 
            "resourceName": "MyConformancePack1", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "tags": {}, 
            "relatedEvents": [], 
            "relationships": [], 
            "configuration": "{\"compliantRuleCount\":1,\"configRuleList\":
[{\"configRuleName\":\"RuleName1-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-nnnnnn\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName2-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-mmmmmm\",\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName3-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-pppppp\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"}],
\"totalRuleCount\":3,\"nonCompliantRuleCount\":0,\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}", 
            "supplementaryConfiguration": {} 
        }, 
        { 
            "version": "1.3", 
            "accountId": "768311917693", 
            "configurationItemCaptureTime": 1605551029.515, 
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered", 
            "configurationStateId": "1605551029515", 
            "configurationItemMD5Hash": "", 
            "resourceType": "AWS::Config::ConformancePackCompliance", 
            "resourceId": "conformance-pack-ID", 
            "resourceName": "MyConformancePack1", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "tags": {}, 
            "relatedEvents": [], 
            "relationships": [], 
            "configuration": "{\"compliantRuleCount\":1,\"configRuleList\":
[{\"configRuleName\":\"RuleName1-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-nnnnnn\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName2-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-mmmmmm\",\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName3-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-pppppp\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"}],
\"totalRuleCount\":3,\"nonCompliantRuleCount\":0,\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}", 
            "supplementaryConfiguration": {} 
        } 
    ]
} 

詳細については、サポートされているリソースタイプ (AWS Config)および API リファレンスの
GetResourceConfigHistory を参照してください。

トラブルシューティング
コンフォーマンスパックの作成、更新、削除中にコンフォーマンスパックが失敗したというエラーが発生
した場合は、コンフォーマンスパックのステータスを確認できます。

aws configservice describe-conformance-pack-status --conformance-pack-name 
 MyConformancePack1

次のような出力が表示されます。
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"ConformancePackStatusDetails": [ 
    { 
        "ConformancePackName": "ConformancePackName", 
        "ConformancePackId": "ConformancePackId", 
        "ConformancePackArn": "ConformancePackArn", 
        "ConformancePackState": "CREATE_FAILED", 
        "StackArn": "CloudFormation stackArn", 
        "ConformancePackStatusReason": "Failure Reason", 
        "LastUpdateRequestedTime": 1573865201.619, 
        "LastUpdateCompletedTime": 1573864244.653 
    }
]

ConformancePackStatusReason で失敗に関する情報を確認します。

レスポンスに stackArn が存在する場合

エラーメッセージが明確でない場合、または内部エラーが原因である場合は、AWS CloudFormation コン
ソールに移動して次の作業を行います。

1. 出力から stackArn を検索します。
2. AWS CloudFormation スタックの [Event] (イベント) タブを選択し、失敗したイベントをチェックしま

す。

ステータスの理由は、今フォーマンスパックが失敗した理由を示しています。

レスポンスに stackArn が存在しない場合

コンフォーマンスパックの作成中に障害が発生しても、stackArn がステータスレスポンスに存在しな
い場合、考えられる原因は、スタックの作成に失敗し、AWS CloudFormation がロールバックされ、ス
タックが削除されていることです。AWS CloudFormation コンソールに移動し、[Deleted] (削除済み) 状
態のスタックを検索します。失敗したスタックが見つかる可能性があります。AWS CloudFormation ス
タックには、コンフォーマンスパック名が含まれます。失敗したスタックが見つかった場合は、AWS 
CloudFormation スタックの [Event] (イベント) タブを選択し、失敗したイベントをチェックします。

これらのどのステップでもうまくいかず、失敗理由が内部サービスエラーである場合は、もう一度オペ
レーションを試みるか、AWS Config サポートに連絡してください。
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のデータ集約

アグリゲータは、以下から AWS Config 設定とコンプライアンスデータを収集する AWS Config リソース
タイプです。

• 複数のアカウントと複数のリージョン。
• 単一のアカウントと複数のリージョン。
• AWS Organizations の組織および AWS Config が有効になっている組織内のすべてのアカウント。

リソース設定と、AWS Config に記録されたコンプライアンスデータを表示するには、アグリゲータを使
用します。次のイメージでは、アグリゲータによって複数のアカウントとリージョンから AWS Config 
データを収集する方法を示しています。

Note

アグリゲータでは、アグリゲータが閲覧を許可されているソースアカウントとリージョンに対し
て、読み取り専用ビューを提供します。アグリゲータでは、ソースアカウントまたはリージョン
への変更アクセスを提供しません。例えば、アグリゲータを使用してルールをデプロイしたり、
アグリゲータを介してソースアカウントまたはリージョンからスナップショットファイルをプル
したりできないということを意味します。

概念の詳細については、「概念」トピックの [マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約 (p. 7)]セク
ションを参照してください。

ソースアカウントとリージョンから AWS Config データを収集するには、以下の操作で開始します。

1. アグリゲータを追加して、複数のアカウントとリージョンから AWS Config 設定とコンプライアンス
データを集約します。

2. アグリゲータアカウントで AWS Config 設定とコンプライアンスデータの収集を承認します。
Note

アグリゲーターには、個別アカウントアグリゲータと組織アグリゲータの 2 種類があります
個々のアカウントアグリゲータでは、外部アカウントリージョンまたは組織メンバーアカウン
トリージョンを含むすべてのソースアカウントリージョンに認可が必要です。
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組織アグリゲータの場合、認可は組織サービスと統合されるため、組織メンバーアカウント
リージョンに対する認可は必要ありません。

3. 集約ビューでルールとアカウントのコンプライアンスデータをモニタリングします。

リージョンのサポート
現在、マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約は次のリージョンでサポートされています。

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (オ
ハイオ)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国東部 
(バージニア
北部)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北
カリフォル
ニア)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オ
レゴン)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アフリカ 
(ケープタウ
ン)

af-south-1 config.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (香
港)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ハ
イデラバー
ド)

ap-south-2 config.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ジャカルタ)

ap-
southeast-3

config.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (大
阪)

ap-
northeast-3

config.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソ
ウル)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シ
ンガポール)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (シ
ドニー)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東
京)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中
部)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (スペイ
ン)

eu-south-2 config.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストッ
クホルム)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラン
クフルト)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイル
ランド)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンド
ン)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ 
(ミラノ)

eu-south-1 config.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (チュー
リッヒ)

eu-central-2 config.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

中東 (バー
レーン)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラブ
首長国連邦)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパ
ウロ)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

config.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

config.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

詳細はこちら
• 概念 (p. 2)
• アグリゲータダッシュボードでのコンプライアンスデータの表示 (p. 8065)
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アグリゲータダッシュボードで

のコンプライアンスデータの表示

• コンソールを使用したアグリゲータのセットアップ (p. 8067)
• AWS Command Line Interface を使用したアグリゲータのセットアップ (p. 8069)
• コンソールを使用した AWS Config 設定とコンプライアンスデータを収集するアグリゲータアカウント

の承認 (p. 8075)
• AWS Command Line Interface を使用した AWS Config 設定とコンプライアンスデータを収集するアグ

リゲータアカウントの承認 (p. 8077)
• マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約のトラブルシューティング (p. 8078)

アグリゲータダッシュボードでのコンプライアンス
データの表示

[Aggregators] (アグリゲータ) ページのダッシュボードには、AWS リソースの設定データが表示され、
ルールとコンフォーマンスパック、およびそれらのコンプライアンスステータスの概要が示されます。こ
のダッシュボードには、コンプライアンス結果を持つルールのみが表示されます。

AWS リソースの合計リソース数が表示されます。リソースタイプとソースアカウントは、リソースの最大
数によってランク付けされます。準拠ルール、非準拠ルール、およびコンフォーマンスパックの数も表示
されます。非準拠ルールは、非準拠リソースの最大数によってランク付けされます。非準拠コンフォーマ
ンスパックとソースアカウントは、非準拠ルールの最大数によってランク付けされます。

セットアップ後、AWS Config は指定されたソースアカウントからアグリゲータにデータの集約を開始し
ます。AWS Config がこのページにルールのコンプライアンスに関するステータスを表示するまでに、数
分かかる場合があります。

アグリゲータダッシュボードの使用
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. [Aggregators] (アグリゲータ) ページに移動します。ルールとそのコンプライアンスステータス、コン

フォーマンスパックとそのコンプライアンスステータス、AWS リソースとその設定データを見直しま
す。以下の操作を行うことができます。

• ダッシュボードからアグリゲータを選択し、アグリゲータを AWS リージョン またはアカウント ID 
でフィルターします。

• リソースの数に応じて、上位 10 のリソースタイプを降順に表示します。view all resources (すべて
のリソースを表示) を選択して、[Aggregated resources] (集約リソース) ページに移動します。この
ページでは、アカウントのすべての集約リソースを表示することができます。

• リソースの数に応じて、上位 5 つのアカウントを降順に表示します。アカウントのリソースの数を
選択し、[Aggregated Resources] (集約リソース) ページに移動します。このページでは、アカウン
トのすべての集約リソースを表示することができます。

• 非準拠リソースの数に応じて、上位 5 つの非準拠ルールを降順に表示します。ルールを選択
し、[Rule details] (ルールの詳細) ページに移動します。

• 非準拠ルールの数に応じて、上位 5 つのアカウントを非準拠ルールを降順に表示します。アカウン
トを選択して、[Aggregated Rules] (集約ルール) ページに移動します。このページでは、アカウン
トのすべての集約ルールを表示することができます。

• 非準拠コンフォーマンスパックの数に応じて、上位 5 件のアカウントを非準拠適コンフォーマンス
パック別に降順に表示します。アカウントを選択して、[Aggregated Conformance Pack] (集約コン
フォーマンスパック) ページに移動します。このページでは、アカウントのすべての集約適合パッ
クを表示することができます。
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Note

タイルに表示されるデータは、遅延される可能性があります。
次の理由により、すべてのソースアカウントとリージョンからのデータ収集が不完全であ
ることを示すメッセージが、集約ビューに表示されます。

• AWS リソースの AWS Config 非準拠ルールと設定データを転送中です。
• AWS Config がフィルタに一致するルールを見つけることができない。適切なアカウント

またはリージョンを選択して、もう一度試してください。

組織のデータ収集が不完全です。以下の理由により、以下のデータは 24 時間のみ表示でき
ることを示すメッセージが集約ビューに表示されます。

• IAM ロールが無効であるため、AWS Config が組織の詳細にアクセスできない。IAM ロー
ルが 24 時間以上無効である場合、AWS Config は組織全体のデータを削除します。

• AWS Config サービスへのアクセスは組織で無効になっている。
3. ナビゲーションペインで、[Aggregators] (アグリゲーター) をクリックします。次に、ドロップダウン

メニューから以下のいずれかのオプションを選択し、集約されたページに移動します。

• コンフォーマンス・パック

アグリゲータ内で作成され、異なる AWS アカウントにリンクされている コンフォーマンスパック
をすべて表示します。[Conformance Pack] (コンフォーマンスパック) ページには、各コンフォーマ
ンスパックの名前、リージョン、アカウント ID、およびコンプライアンスステータスを一覧表示す
るテーブルが表示されます。このページから、コンフォーマンスパックと [View details] (詳細を表
示) をクリックすると、ルールとリソース、およびコンプライアンスステータスの詳細を確認でき
ます。

• ルール

アグリゲータ内で作成され、異なる AWS アカウントにリンクされているルールをすべて表示しま
す。[Rules] (ルール) ページには、各ルールの名前、コンプライアンスステータス、リージョン、ア
カウントの一覧表が表示されます。このページから、ルールと [View details] (詳細を表示) をクリッ
クすると、アグリゲーター、リージョン、アカウント ID、スコープ内のリソースなどの情報を確認
できます。

• リソース

アグリゲータ内で記録され、異なる AWS アカウントにリンクされているリソースをすべて表示し
ます。[Resource] (リソース) ページで、リソースと [View details] (詳細を表示) をクリックして、
詳細とそれに関連付けられたルール、および現在のリソース設定を表示します。また、アグリゲー
タ、リージョン、アカウント ID、リソース名、リソースタイプ、リソース ID など、リソースに関
する情報を表示することもできます。

• 認証

現在認証されている、または認証が保留中のアカウントをすべて表示します。[Authorizations] (認
証) ページで [Add authorization] (認可の追加) をクリックして、別のアカウントへのアクセス権を付
与します。[Delete authorization] (認証の削除) をクリックすると、アカウント ID からのアクセス権
を取り消すことができます。

詳細はこちら
• 概念 (p. 2)
• アグリゲータダッシュボードでのコンプライアンスデータの表示 (p. 8065)
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アグリゲータのセットアップ (コンソール)

• コンソールを使用したアグリゲータのセットアップ (p. 8067)
• コンソールを使用した AWS Config 設定とコンプライアンスデータを収集するアグリゲータアカウント

の承認 (p. 8075)
• マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約のトラブルシューティング (p. 8078)

コンソールを使用したアグリゲータのセットアップ
[Aggregators] (アグリゲータ) ページでは、以下の操作を実行できます。

• データを集約するソースアカウント ID または組織とリージョンを指定して、アグリゲータを作成する。
• アグリゲータを編集および削除する。

トピック
• アグリゲータの作成 (p. 8067)
• アグリゲータの編集 (p. 8068)
• アグリゲータを削除します。 (p. 8069)
• 詳細はこちら (p. 8066)

アグリゲータの作成
1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. [Aggregators] (アグリゲータ) ページに移動し、[Create aggregator] (アグリゲータの作成) をクリック

します。
3. [Allow data replication] (データのレプリケーションを許可) では、ソースアカウントからアグリゲータ

アカウントにデータをレプリケートするアクセス許可を AWS Config に付与します。

[Allow AWS Config to replicate data from source account(s) into an aggregator account] (AWS Config 
にソースアカウントからアグリゲータアカウントへのデータのレプリケートを許可する) を選択しま
す。続行してアグリゲータを追加するには、このチェックボックスをオンにする必要があります。

4. [Aggregator name] (アグリゲータ名) に、アグリゲータの名前を入力します。

このアグリゲータ名は、最大 64 文字の英数字を含む一意の名前である必要があります。この名前に
は、ハイフンとアンダースコアを使用できます。

5. [Select source accounts] (ソースアカウントの選択)で、データの集約元となる [Add individual account 
IDs] (個別のアカウント ID の追加) または [Add my organization] (組織の追加) を選択します。

Note

[Add individual account IDs] (個々のアカウント ID を追加する) を使用してソースアカウント
を選択する場合は、認可が必要です。

• [Add individual account IDs] (個別のアカウント ID の追加) を選択した場合は、アグリゲータアカウ
ントの個別のアカウント ID を追加できます。
1. アカウント ID を追加するには、[Add source accounts] (ソースアカウントの追加) を選択しま

す。
2. [Add AWS アカウント account IDs] (AWS アカウント アカウント ID の追加) をクリックして、カ

ンマで区切られた AWS アカウント ID を手動で追加します。現在のアカウントからデータを集約
する場合は、アカウントのアカウント ID を入力します。

または
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アグリゲータの編集

[Upload a file] (ファイルのアップロード)をクリックして、カンマで区切られた AWS アカウント 
ID のファイル (.txt または .csv) をアップロードします。

3. [Add source accounts] (ソースアカウントの追加) を選択して、選択を確定します。
• [Add my organization] (組織の追加) を選択した場合、組織のすべてのアカウントをアグリゲータア

カウントに追加することができます。

Note

管理アカウントまたは登録済みの委任された管理者にサインインしていて、組織のすべ
ての機能が有効になっている必要があります。発信者が管理アカウントの場合、AWS 
Config が EnableAwsServiceAccess API を呼び出して、AWS Config および AWS 
Organizations 間の統合を有効にします。発信者が登録済みの委任された管理者の場
合、AWS Config が ListDelegatedAdministrators API を呼び出して、発信者が有効
な委任された管理者であるかどうかを確認します。
委任された管理者がアグリゲータを作成する前に、管理アカウントに AWS Config サービ
スプリンシパル名 (config.amazonaws.com) の委任された管理者が登録されていることを確
認します。委任された管理者を登録するには、委任された管理者の登録 (p. 8071) を参照
してください。

組織の読み取り専用 API のコールを AWS Config に許可するには、IAM ロールを割り当てる必要が
あります。
1. [Choose a role from your account] (アカウントからロールを選択) をクリックして、既存の IAM 

ロールを選択します。

Note

IAM コンソールで、AWSConfigRoleForOrganizations 管理ポリシーを IAM 
ロールにアタッチします。このポリシーをアタッチすると、AWS Organizations
DescribeOrganization、ListAWSServiceAccessForOrganization、ListAccounts
API の呼び出しを AWS Config に許可します。デフォルトで
は、config.amazonaws.com が信頼されたエンティティとして自動的に指定されま
す。

2. または、[Create a role] (ロールを作成する) を選択して、IAM ロール名の名前を入力し、IAM 
ロールを作成します。

6. [Regions] (リージョン) で、データを集約するリージョンを選択します。

• 1 つのリージョン、複数のリージョン、またはすべての AWS リージョン リージョンを選択しま
す。

• [Include future] AWS リージョン (将来の AWS リージョン を含める)をクリックすると、複数アカ
ウントのマルチリージョンのデータ集約が有効になっている将来のすべての AWS リージョン リー
ジョンからデータが集約されます。

7. [Save] (保存) を選択すると、AWS Config にアグリゲータが表示されます。

アグリゲータの編集
1. アグリゲータを変更するには、アグリゲータ名を選択します。
2. [Actions] (アクション) を選択して、[Edit] (編集) を選択します。
3. [Edit aggregator] (アグリゲータの編集) ページのセクションを使用して、アグリゲータのソースアカウ

ント、IAM ロール、またはリージョンを変更します。

Note

個別のアカウントから組織に、またはその逆にソースタイプを変更することはできません。
4. [Save] を選択します。
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アグリゲータを削除します。

アグリゲータを削除します。
1. アグリゲータを削除するには、アグリゲータ名を選択します。
2. [Actions] (アクション) を選択してから、[Delete] (削除) を選択します。

警告メッセージが表示されます。アグリゲータを削除すると、すべての集約されたデータが失われま
す。このデータは復元できませんが、ソースアカウントのデータへの影響はありません。

3. [Delete] (削除) を選択して、選択を確定します。

詳細はこちら
• 概念 (p. 2)
• コンソールを使用した AWS Config 設定とコンプライアンスデータを収集するアグリゲータアカウント

の承認 (p. 8075)
• アグリゲータダッシュボードでのコンプライアンスデータの表示 (p. 8065)
• マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約のトラブルシューティング (p. 8078)

AWS Command Line Interface を使用したアグリ
ゲータのセットアップ

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、AWS Config アグリゲータデータを作成、表示、更
新、削除できます。

AWS CLI は、AWS サービスを管理するための統合ツールです。ダウンロードおよび設定用の単一のツー
ルのみを使用して、コマンドラインから複数の AWS サービスを制御し、スクリプトを使用してそれらを
自動化できます。AWS CLI の詳細と AWS CLI ツールのインストール手順については、AWS Command 
Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

• AWS Command Line Interface ユーザーガイド
• AWS Command Line Interface のセットアップ

必要に応じて、「aws configure」と入力し、AWS CLI が AWS Config アグリゲータを利用できる 
AWS リージョンを使用するように設定します。

トピック
• 個別のアカウントを使用したアグリゲータの追加 (p. 8069)
• AWS Organizations を使用したアグリゲータの追加 (p. 8070)
• 委任された管理者の登録 (p. 8071)
• アグリゲータの表示 (p. 8073)
• アグリゲータの編集 (p. 8074)
• アグリゲータを削除します。 (p. 8075)
• 詳細はこちら (p. 8066)

個別のアカウントを使用したアグリゲータの追加
1. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
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2. 次のコマンドを入力して、MyAggregator という名前のアグリゲータを作成します。

aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name 
 MyAggregator --account-aggregation-sources "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",
\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"

[account-aggregation-sources] で、次のいずれかを入力します。

• データを集約する AWS アカウント ID のカンマ区切りリスト。アカウント ID を角括弧で
囲み、必ず疑問符をエスケープします (例: "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",
\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]")。

• カンマ区切りの AWS アカウント ID の JSON ファイルをアップロードすることもできます。
次の構文を使用して、ファイルをアップロードします。--account-aggregation-sources
MyFilePath/MyFile.json

JSON ファイルの形式は、次のようになります。

[ 
    { 
        "AccountIds": [ 
            "AccountID1", 
            "AccountID2", 
            "AccountID3" 
        ], 
        "AllAwsRegions": true 
    }
]

3. Enter キーを選択して、コマンドを実行します。

次のような出力が表示されます。

{ 
    "ConfigurationAggregator": { 
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3", 
        "CreationTime": 1517942461.442, 
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
        "AccountAggregationSources": [ 
            { 
                "AllAwsRegions": true, 
                "AccountIds": [ 
                    "AccountID1", 
                    "AccountID2", 
                    "AccountID3" 
                ] 
            } 
        ], 
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442 
    }
}

AWS Organizations を使用したアグリゲータの追加
この手順を開始する前に、管理アカウントまたは登録済みの委任された管理者にサインインしていて、す
べての機能が組織で有効になっている必要があります。
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Note

委任された管理者がアグリゲータを作成する前に、管理アカウントで AWS 
Config サービスプリンシパル名 (config.amazonaws.com および config-
multiaccountsetup.amazonaws.com の両方) に、委任された管理者が登録されていることを
確認します。委任された管理者を登録するには、委任された管理者の登録 (p. 8071) を参照して
ください。

1. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
2. AWS Config アグリゲータ用の IAM ロールを作成していない場合は、次のコマンドを入力します。

aws iam create-role --role-name OrgConfigRole --assume-role-policy-document "{\"Version
\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"Service\":\"config.amazonaws.com\"},\"Action\":\"sts:AssumeRole\"}]}" --description 
 "Role for organizational AWS Config aggregator"

Note

AWS Config アグリゲータを作成するときに使用する Amazon リソースネーム (ARN) を、こ
の IAM ロールからコピーします。ARNAlallows はレスポンスオブジェクト内にあります。

3. 次のコマンドを入力して、MyAggregator という名前のアグリゲータを作成します。

aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name 
 MyAggregator --organization-aggregation-source "{\"RoleArn\": \"Complete-Arn\",
\"AllAwsRegions\": true}"

4. Enter キーを選択して、コマンドを実行します。

次のような出力が表示されます。

{ 
    "ConfigurationAggregator": { 
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3", 
        "CreationTime": 1517942461.442, 
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
        "OrganizationAggregationSource": { 
                "AllAwsRegions": true, 
                "RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role" 
         }, 
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442 
    }
}

委任された管理者の登録
委任された管理者は、指定された AWS 組織内のアカウントであり、特定の AWS のサービスに対する追
加の管理権限が付与されています。

1. 管理アカウントの認証情報を使用してログインします。
2. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
3. 組織が、組織全体の AWS Config ルールとコンフォーマンスパックをデプロイおよび管理するため

に、委任された管理者としてサービスアクセスを有効にするには、次のコマンドを入力します。

aws organizations enable-aws-service-access --service-principal=config-
multiaccountsetup.amazonaws.com

8071



AWS Config デベロッパーガイド
委任された管理者の登録

4. 組織が、組織全体の AWS Config データを集約するために、委任された管理者としてサービスアクセ
スを有効にするには、次のコマンドを入力します。

aws organizations enable-aws-service-access --service-principal=config.amazonaws.com

5. サービスアクセスの有効化が完了したかどうかを確認するには、次のコマンドを入力し、Enter キー
を押してコマンドを実行します。

aws organizations list-aws-service-access-for-organization

次のような出力が表示されます。

{ 
    "EnabledServicePrincipals": [ 
        { 
            "ServicePrincipal": [ 
                "config.amazonaws.com", 
                "config-multiaccountsetup.amazonaws.com" 
        ], 
            "DateEnabled": 1607020860.881 
        } 
    ]
}

6. 次に、次のコマンドを入力して、メンバーアカウントを AWS Config の委任された管理者として登録
します。

aws organizations register-delegated-administrator --service-principal=config-
multiaccountsetup.amazonaws.com --account-id MemberAccountID

および

aws organizations register-delegated-administrator --service-
principal=config.amazonaws.com --account-id MemberAccountID

7. 委任された管理者の登録が完了したかどうかを確認するには、管理アカウントから次のコマンドを入
力し、Enter キーを押してコマンドを実行します。

aws organizations list-delegated-administrators --service-principal=config-
multiaccountsetup.amazonaws.com

および

aws organizations list-delegated-administrators --service-
principal=config.amazonaws.com

次のような出力が表示されます。

{ 
    "DelegatedAdministrators": [ 
        { 
            "Id": "MemberAccountID", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::MemeberAccountID:account/o-
c7esubdi38/MemeberAccountID", 
            "Email": "name@amazon.com", 
            "Name": "name", 
            "Status": "ACTIVE", 
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            "JoinedMethod": "INVITED", 
            "JoinedTimestamp": 1604867734.48, 
            "DelegationEnabledDate": 1607020986.801 
        } 
    ]
}

アグリゲータの表示
1. 次のコマンドを入力します。

aws configservice describe-configuration-aggregators

2. ソースアカウントに応じて、次のような出力が表示されます。

個別のアカウントの場合

{ 
    "ConfigurationAggregators": [ 
        { 
            "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3", 
            "CreationTime": 1517942461.442, 
            "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
            "AccountAggregationSources": [ 
                { 
                    "AllAwsRegions": true, 
                    "AccountIds": [ 
                        "AccountID1", 
                        "AccountID2", 
                        "AccountID3" 
                    ] 
                } 
            ], 
            "LastUpdatedTime": 1517942461.455 
        } 
    ]
}

または

組織の場合

{ 
    "ConfigurationAggregator": { 
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3", 
        "CreationTime": 1517942461.442, 
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
        "OrganizationAggregationSource": { 
                "AllAwsRegions": true, 
                "RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role" 
         }, 
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442 
    }
}
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アグリゲータの編集
1. 設定アグリゲータを更新または編集するには、put-configuration-aggregator コマンドを使用

できます。

次のコマンドを入力して、新しいアカウント ID を MyAggregator に追加します。

aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name 
 MyAggregator --account-aggregation-sources "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",
\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"

2. ソースアカウントに応じて、次のような出力が表示されます。

個別のアカウントの場合

{ 
    "ConfigurationAggregator": { 
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-xz2upuu6", 
        "CreationTime": 1517952090.769, 
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
        "AccountAggregationSources": [ 
            { 
                "AllAwsRegions": true, 
                "AccountIds": [ 
                    "AccountID1", 
                    "AccountID2", 
                    "AccountID3", 
                    "AccountID4" 
                ] 
            } 
        ], 
        "LastUpdatedTime": 1517952566.445 
    }
}

または

組織の場合

{ 
    "ConfigurationAggregator": { 
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3", 
        "CreationTime": 1517942461.442, 
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
        "OrganizationAggregationSource": { 
                "AllAwsRegions": true, 
                "RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role" 
         }, 
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442 
    }
}
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アグリゲータを削除します。
AWS CLI を使用して設定アグリゲータを削除するには

• 次のコマンドを入力します。

aws configservice delete-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name 
 MyAggregator

成功すると、コマンドは追加の出力なしで実行されます。

詳細はこちら
• 概念 (p. 2)
• AWS Command Line Interface を使用した AWS Config 設定とコンプライアンスデータを収集するアグ

リゲータアカウントの承認 (p. 8077)
• アグリゲータダッシュボードでのコンプライアンスデータの表示 (p. 8065)
• マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約のトラブルシューティング (p. 8078)

コンソールを使用した AWS Config 設定とコンプラ
イアンスデータを収集するアグリゲータアカウント
の承認

AWS Config により、AWS Config 設定とコンプライアンスデータを収集するアカウントを承認できます。

「Authorizations 」(承認) のページでは、以下の操作を実行できます。

• 指定されたアグリゲータアカウントとリージョンによって、現在のアカウントから AWS Config 設定と
コンプライアンスデータを収集できるようにするための権限を追加します。

• アグリゲータアカウントからの保留中のリクエストを承認し、現在のアカウントから AWS Config 設定
とコンプライアンスデータ収集します。

• 現在のアカウントから AWS Config 設定とコンプライアンスデータを収集するためのアグリゲータアカ
ウントの権限を削除します。

トピック
• アグリゲータアカウントとリージョンの承認の追加 (p. 8075)
• アグリゲータアカウントの保留中のリクエストの承認 (p. 8076)
• 既存のアグリゲータアカウントのための承認を削除します。 (p. 8077)
• 詳細はこちら (p. 8066)

アグリゲータアカウントとリージョンの承認の追加
承認を追加して、アグリゲータアカウントとリージョンによる AWS Config 設定とコンプライアンスデー
タ収集の権限を付与できます。
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1. AWS Management Console にサインインして、AWS Config コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/config/) を開きます。

2. [Authorizations] (承認) ページに移動し、[Add authorization] (承認の追加) を選択します。

Note

アグリゲータには、個別アカウントアグリゲータと組織アグリゲータの 2 種類があります
個人アカウントアグリゲータの場合、外部アカウントとリージョン、組織のメンバーアカウ
ントとリージョンの両方を含め、希望するすべてのソースアカウントとリージョンの承認が
必要です。
組織アグリゲータの場合、認可は AWS Organizations サービスと統合されるため、組織メン
バーアカウントリージョンに対する認可は必要ありません。
アグリゲータでは、ユーザーに変わって AWS Config を自動的に有効にすることはありませ
ん。
AWS Config ソースアカウントとリージョンで AWS Config データが生成するには、どちら
のタイプのアグリゲータに対しても、ソースアカウントとリージョンで有効にする必要があ
ります。

3. [Aggregator account アグリゲータアカウント)] に、アグリゲータアカウントの 12 桁のアカウント ID 
を入力します。

4. [アグリゲータのリージョン] で、アグリゲータアカウントが AWS Config 設定とコンプライアンス
データの収集を許可される AWS リージョン を選択します。

5. [Add authorization] (承認の追加) を選択して、選択を確定します。

AWS Config に、アグリゲータアカウント、リージョン、承認のステータスが表示されます。

Note

AWS CloudFormation サンプルテンプレートを使用してプログラムでアグリゲータアカウン
トとリージョンに承認を追加することもできます。詳細については、AWS CloudFormation 
ユーザーガイド の「AWS::Config::AggregationAuthorization」を参照してください。

アグリゲータアカウントの保留中のリクエストの承認
既存のアグリゲータアカウントからの保留中の承認リクエストがある場合、「Authorizations 」(承認) ペー
ジにリクエストのステータスが表示されます。このページから、保留中のリクエストを承認することがで
きます。

1. 承認するアグリゲータアカウントを選択し、[Authorize] (承認) を選択します。

アグリゲータアカウントに、このアカウントから AWS Config データを収集するためのアクセス権限
を付与するかどうかの確認メッセージが表示されます。

2. 再度 [Authorize] (承認) を選択し、アグリゲータアカウントへのアクセス権限の付与を確認します。

承認のステータスが、[Requesting for authorization] (承認をリクエスト中) から [Authorized] (承認済) 
に変わります。

Note

アクセス権限の承認期間
ソースアカウントを個人アカウントアグリゲータに追加するには、アクセス権限の承認が必要で
す。承認待ちのリクエストは、個人アカウントアグリゲータによるソースアカウントの追加後 7 
日間有効です。
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既存のアグリゲータアカウントのための承認を削除し
ます。
1. 承認を削除するアグリゲータアカウントを選択し、[Delete] (削除) を選択します。

警告メッセージが表示されます。この承認を削除すると、AWS Config データはアグリゲータアカウ
ントと共有されなくなります。

Note

アグリゲータの承認が削除された後で、データは削除されるまで最大 24 時間アグリゲータの
アカウントに残ります。

2. 再度 [Delete] (削除) を選択して、選択を確定します。

これで、アグリゲータのアカウントが削除されました。

詳細はこちら
• 概念 (p. 2)
• コンソールを使用したアグリゲータのセットアップ (p. 8067)
• アグリゲータダッシュボードでのコンプライアンスデータの表示 (p. 8065)
• マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約のトラブルシューティング (p. 8078)

AWS Command Line Interface を使用した AWS 
Config 設定とコンプライアンスデータを収集する
アグリゲータアカウントの承認

ソースアカウントから AWS Config データを収集するようにアグリゲータアカウントを承認し、AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) を使用してアグリゲータアカウントを削除できます。AWS マネジメ
ントコンソールを使用する方法については、「コンソールを使用した AWS Config 設定とコンプライアン
スデータを収集するアグリゲータアカウントの承認 (p. 8075)」を参照してください。

AWS CLI は、AWS サービスを管理するための統合ツールです。ダウンロードおよび設定用の単一のツー
ルのみを使用して、コマンドラインから複数の AWS サービスを制御し、スクリプトを使用してそれらを
自動化できます。AWS CLI の詳細と AWS CLI ツールのインストール手順については、AWS Command 
Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

• AWS Command Line Interface ユーザーガイド
• AWS Command Line Interface のセットアップ

必要に応じて、aws configure と入力し、AWS CLI が AWS Config コンフォーマンスパックを利用でき
る AWS リージョンを使用するように設定します。

トピック
• アグリゲータアカウントとリージョンの承認の追加 (p. 8078)
• 承認済みアカウントの削除 (p. 8078)
• 詳細はこちら (p. 8066)
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アグリゲータアカウントとリージョンの承認の追加
1. コマンドプロンプトまたはターミナルウィンドウを開きます。
2. 次のコマンドを入力します。

aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-id   AccountID --
authorized-aws-region Region

3. [Enter] キーを押します。

次のような出力が表示されます。

{ 
    "AggregationAuthorization": { 
        "AuthorizedAccountId": "AccountID", 
        "AggregationAuthorizationArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:aggregation-
authorization/AccountID/Region", 
        "CreationTime": 1518116709.993, 
        "AuthorizedAwsRegion": "Region" 
    }
}

承認済みアカウントの削除
AWS CLI を使用して承認済みアカウントを削除するには

• 次のコマンドを入力します。

aws configservice delete-aggregation-authorization --authorized-account-id   AccountID
 --authorized-aws-region Region

成功すると、コマンドは追加の出力なしで実行されます。

詳細はこちら
• 概念 (p. 2)
• AWS Command Line Interface を使用したアグリゲータのセットアップ (p. 8069)
• アグリゲータダッシュボードでのコンプライアンスデータの表示 (p. 8065)
• マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約のトラブルシューティング (p. 8078)

マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約の
トラブルシューティング

次のいずれかの理由により、AWS Config はソースアカウントからデータを集約できない可能性がありま
す。
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詳細はこちら

発生した問題 この操作を行います

AWS Config が組織内のアカウントのソー
スアカウントで有効になっていない。

ソースアカウントで AWS Config を有効にし、アグリゲー
タアカウントによるデータの収集を承認します。

アグリゲータアカウントに承認が与えら
れていない。

ソースアカウントにサインインし、アグリゲータアカウン
トによる AWS Config データの収集の承認を与えます。

一時的な問題により、データの集約がで
きない可能性があります。

データの集約には遅延が発生する可能性があります。数分
待ちます。

次のいずれかの理由により、AWS Config は組織からデータを集約できない可能性があります。

発生した問題 この操作を行います

IAM ロールが無効であるため、AWS 
Config が組織の詳細にアクセスできな
い。

IAM ロールを作成するか、IAM ロールのリストから有効な 
IAM ロールを選択します。

Note

IAM ロールが 24 時間以上無効である場合、AWS 
Config は組織全体のデータを削除します。

AWS Config サービスへのアクセスは組織
で無効になっている。

EnableAWSServiceAccess API を通じて、AWS Config 
と AWS Organizations の統合を有効にすることができ
ます。コンソールで [Add my organization] (組織の追加) 
を選択した場合、AWS Config は AWS Config と AWS 
Organizations の統合を自動的に有効にします。

組織ですべての機能が有効になっていな
いため、AWS Config は組織の詳細にアク
セスできない。

AWS Organizations コンソールですべての機能を有効にし
ます。

アカウントの追加、アカウントの削除、
サービスアクセスの有効化、サービスア
クセスの無効化などの組織変更は、中東 
(バーレーン) とアジアパシフィック (香
港) のリージョンではすぐに更新されませ
ん。

組織変更には 2 時間の遅延が発生する可能性があります。2 
時間待ってから、組織変更をすべて確認してください。

詳細はこちら
• 概念 (p. 2)
• コンソールを使用したアグリゲータのセットアップ (p. 8067)
• コンソールを使用した AWS Config 設定とコンプライアンスデータを収集するアグリゲータアカウント

の承認 (p. 8075)
• アグリゲータダッシュボードでのコンプライアンスデータの表示 (p. 8065)

8079

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_org_support-all-features.html


AWS Config デベロッパーガイド
データ保護

AWS Config でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のユーザーは、セキュリティを最も重視す
る組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用できます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS Config に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、
以下を参照してください。コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS サービス。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用される法律および規制など、その他
の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、AWS Config を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ち
ます。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS Config を
設定する方法を示します。

トピック
• AWS Config でのデータ保護 (p. 8080)
• の Identity and Access ManagementAWS Config (p. 8081)
• AWS Config でのログ記録とモニタリング (p. 8191)
• AWS Config とインターフェイス Amazon VPC エンドポイントの使用 (p. 8202)
• AWS Config のインシデントへの対応 (p. 8203)
• AWS Config のコンプライアンス検証 (p. 8203)
• AWS Config での耐障害性 (p. 8204)
• AWS Config でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 8204)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 8205)
• AWS Config のセキュリティのベストプラクティス (p. 8205)

AWS Config でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Config でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているよう
に、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を負い
ます。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任が
あります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれ
ます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してくださ
い。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モデ
ルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。
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• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必要です。TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK 
で AWS Config や他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。名前に使用する自由記述のテキスト
フィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ 
URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないこ
とを強くお勧めします。

保管時のデータの暗号化
データは、透過的なサーバー側の暗号化を使用して保存時に暗号化されます。これは、機密データの保護
における負担と複雑な作業を減らすのに役立ちます。保管時に暗号化することで、セキュリティを重視し
たアプリケーションを構築して、暗号化のコンプライアンスと規制の要件を満たすことができます。

転送時のデータの暗号化
データは、Transport Layer Security (TLS) で保護されたチャネルを介して AWS Config によって排他的に
収集およびアクセスされます。

の Identity and Access ManagementAWS Config
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービスです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS Config リソー
スの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる AWS のサー
ビスです。

トピック
• 対象者 (p. 8082)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 8082)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 8084)
• AWS Config と IAM の連携について (p. 8086)
• AWS Config のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 8091)
• AWS Config の AWS マネージドポリシー (p. 8102)
• AWS Config に割り当てられた IAM ロールのアクセス許可 (p. 8177)
• Amazon S3 バケットのアクセス許可 (p. 8180)
• KMS キーのアクセス許可 (p. 8183)
• Amazon SNS トピックへのアクセス許可 (p. 8185)
• AWS Config アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 8188)
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• AWS Config のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 8189)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS Config で行う作業によって異なります。

サービスユーザー - AWS Config サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と認証
情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS Config 機能を使用するとき、追加
のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切な許可
をリクエストするのに役に立ちます。AWS Config の特徴にアクセスできない場合は、「AWS Config アイ
デンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 8188)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内の AWS Config リソースを担当している場合は、通常、AWS Config へのフルアクセ
スがあります。サービスのユーザーがどの AWS Config 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管
理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要
があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。お客様の会社で AWS 
Config で IAM を利用する方法の詳細については、AWS Config と IAM の連携について (p. 8086) をご参照
ください。

IAM 管理者 - 管理者は、AWS Config へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認す
る場合があります。IAM で使用できる AWS Config アイデンティティベースのポリシーの例を表示するに
は、AWS Config のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 8091) を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
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ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
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されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リ
ファレンス」の「AWS Config のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
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保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
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• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS Config と IAM の連携について
IAM を使用して AWS Config へのアクセスを管理する前に、AWS Config で利用できる IAM の機能につい
て学びます。

AWS Config で使用できる IAM の機能

IAM 機能 AWS Config サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 8087) はい

リソースベースのポリシー (p. 8087) いいえ

ポリシーアクション (p. 8088) はい

ポリシーリソース (p. 8088) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 8089) はい

ACL (p. 8089) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 8090) はい

一時的な認証情報 (p. 8090) はい

プリンシパル許可 (p. 8090) はい
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IAM 機能 AWS Config サポート

サービスロール (p. 8091) はい

サービスにリンクされたロール (p. 8091) はい

AWS Config およびその他の AWS のサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するに
は、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。

AWS Config のアイデンティティベースポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

AWS Config のアイデンティティベースのポリシーの例

AWS Config アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Config のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 8091)を参照してください。

AWS Config 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。
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AWS Config のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

AWS Config アクションのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS Config で定義され
るアクション」を参照してください。

AWS Config のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックス を使用します。

config

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "config:action1", 
      "config:action2" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe
という単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "config:Describe*"

AWS Config アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Config のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 8091)を参照してください。

AWS Config のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
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クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

AWS Config リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認可リファレンスの
「AWS Config で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定
できるかについては、「AWS Config で定義されるアクション」を参照してください。

AWS Config アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Config のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 8091)を参照してください。

AWS Config 向けのポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してく
ださい。

AWS Config の条件キーのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS Config の条件
キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかについては、
「AWS Config で定義されるアクション」を参照してください。

AWS Config アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「AWS Config のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 8091)」を参照してください。

AWS Config の ACL

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
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AWS Config による ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC を設定する
手順を示したチュートリアルを表示するには、IAM ユーザーガイドの 「属性ベースのアクセスコントロー
ル (ABAC) を使用する」を参照してください。

AWS Config リソースのタグ付けの詳細については、AWS Config リソースのタグ付け (p. 281)を参照して
ください。

AWS Config での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

AWS Config のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
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両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを
必要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWS Config のアクション、リ
ソース、および条件キー」を参照してください。

AWS Config のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、AWS Config の機能が破損する可能性があります。AWS 
Config が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

AWS Config のサービスリンクロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービスロールの一種です。サービス
は、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクさ
れたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービス
にリンクされたロールの許可を表示できますが、編集することはできません。

AWS Config サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「AWS Config のサービ
スにリンクされたロールの使用 (p. 8189)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、IAM と提携する AWS のサービス」
を参照してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載
されたサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示す
るには、[はい] リンクを選択します。

AWS Config のアイデンティティベースのポリシーの
例
デフォルトでは、 ユーザーおよびロールには、AWS Config リソースを作成または変更するアクセス許
可はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを
実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロー
ルに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

AWS Config が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細に
ついては、サービス認証リファレンスの「AWS Config のアクション、リソース、および条件キー」を参
照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 8092)
• AWS Config コンソールを使用する (p. 8092)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 8093)

8091

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsconfig.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsconfig.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsconfig.html


AWS Config デベロッパーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

• AWS Config への読み取り専用アクセス (p. 8094)
• AWS Config へのフルアクセス (p. 8095)
• AWS Config ルール API アクションでサポートされるリソースレベルのアクセス許可 (p. 8096)
• マルチアカウント、マルチリージョンのデータ集約でサポートされるリソースレベルのアクセス許

可。 (p. 8099)
• 追加情報 (p. 8102)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが AWS Config リソースを作成、アクセス、または
削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生
する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガ
イドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

AWS Config コンソールを使用する
AWS Config コンソールにアクセスするには、一連の最小限のアクセス許可が必要です。これらのアクセ
ス許可により、AWS アカウント の AWS Config リソースの詳細をリストおよび表示できます。最小限必
要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエン
ティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。
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ユーザーとロールが引き続き AWS Config コンソールを使用できるようにするには、エンティティに AWS 
Config AWSConfigUserAccess AWS 管理ポリシーもアタッチします。詳細については、「IAM ユーザー
ガイド」の「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

ユーザーにアクセス権限を付与して AWS Config と連携する必要があります。AWS Config へのフルアク
セスが必要なユーザーには、AWS Config へのフルアクセスマネージドポリシーを使用します。

アクセスできるようにするには、ユーザー、グループ、ロールにアクセス権限を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。詳

細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザー (コンソール) へのアクセス権限の追加」を参照して
ください。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
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    ]
}

AWS Config への読み取り専用アクセス
次の例では、AWS Config に対する読み取り専用アクセスを付与する AWS マネージドポリ
シー、AWSConfigUserAccess を示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "config:Get*", 
        "config:Describe*", 
        "config:Deliver*", 
        "config:List*", 
        "config:Select*", 
        "tag:GetResources", 
        "tag:GetTagKeys", 
        "cloudtrail:DescribeTrails", 
        "cloudtrail:GetTrailStatus", 
        "cloudtrail:LookupEvents" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

このポリシーステートメントの Effect 要素で、アクションが許可されるか拒否されるかを指定しま
す。Action 要素には、ユーザーによる実行を許可する特定のアクションを指定します。Resource 要素
には、それらのアクションをユーザーが実行する対象の AWS リソースを指定します。AWS Config アク
ションへのアクセスを制御するポリシーの場合、Resource 要素には常に * を設定します。これは "すべ
てのリソース" を意味するワイルドカードです。

Action 要素の値は、サービスがサポートする API に対応しています。アクションの前に config: を付
けることで、AWS Config のアクションを指すことを示します。次の例に示すように、* ワイルドカード文
字を Action 要素で使用できます。

• "Action": ["config:*ConfigurationRecorder"]

これにより、"ConfigurationRecorder" が末尾に付いているすべての AWS Config アクション 
(StartConfigurationRecorder、StopConfigurationRecorder) が許可されます。

• "Action": ["config:*"]

これは、すべての AWS Config アクションを許可しますが、他の AWS サービスのアクションは許可し
ません。

• "Action": ["*"]

これは、すべての AWS アクションを許可します。このアクセス許可は、アカウントの AWS 管理者と
して行動するユーザーに適しています。

読み取り専用ポリシーで
は、StartConfigurationRecorder、StopConfigurationRecorder、DeleteConfigurationRecorder
などのアクションに対するアクセス許可をユーザーに付与することはできません。このポリシーを持つ
ユーザーが、設定レコーダーの開始、停止、または削除を行うことはできません。AWS Config アクショ
ンの完全なリストについては、「AWS Config API リファレンス」を参照してください。
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AWS Config へのフルアクセス
次の例に示すのは、AWS Config へのフルアクセスを付与するポリシーです。これは、すべての AWS 
Config アクションを実行するアクセス許可をユーザーに付与します。また、Amazon S3 バケットのファイ
ルの管理や、ユーザーが関連付けられているアカウントの Amazon SNS トピックの管理も行うことができ
ます。

Important

このポリシーによって、広範なアクセスが許可されます。フルアクセスを付与する前にまず最小
限のアクセス許可から開始し、必要に応じて追加のアクセス許可を付与することを検討してくだ
さい。この方法は、寛容なアクセス許可から開始して、後でそれを厳しくするよりも安全です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:AddPermission", 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:DeleteTopic", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:ListPlatformApplications", 
                "sns:ListTopics", 
                "sns:SetTopicAttributes" 
            ], 
            "Resource": "*"    
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketNotification", 
                "s3:GetBucketPolicy", 
                "s3:GetBucketRequestPayment", 
                "s3:GetBucketVersioning", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:PutBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:CreatePolicyVersion", 
                "iam:DeletePolicyVersion", 
                "iam:CreateServiceLinkedRole" 
            ], 
            "Resource": "*" 
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        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "config.amazonaws.com", 
                        "ssm.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DescribeTrails", 
                "cloudtrail:GetTrailStatus", 
                "cloudtrail:LookupEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "config:*", 
                "tag:Get*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:DescribeDocument", 
                "ssm:GetDocument", 
                "ssm:DescribeAutomationExecutions", 
                "ssm:GetAutomationExecution", 
                "ssm:ListDocuments", 
                "ssm:StartAutomationExecution" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
         
    ]
}

AWS Config ルール API アクションでサポートされるリソースレ
ベルのアクセス許可
リソースレベルのアクセス許可とは、ユーザーがアクションを実行可能なリソースを指定できることを
意味します。AWS Config では、特定の AWS Config ルール API アクションにはリソースレベルのアクセ
ス許可がサポートされます。これは、特定の AWS Config ルールアクションで、ユーザーがそれらのアク
ションをいつ使用できるかを許可する条件を制御できることを意味します。これらの条件には、アクショ
ンの要件や、ユーザーが使用できる特定のリソースなどがあります。

次の表では、現在、AWS Config ルール API アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートして
いることを説明しています。各アクションでサポートされるリソースとその ARN についても説明してい
ます。ARN の指定時、正確なリソース ID を指定できない (したくない) 場合などに、パスに * ワイルド
カードを使用できます。
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Important

AWS Config ルール API アクションがこの表に示されていない場合、リソースレベルのアクセス
許可をサポートしていません。AWS Config ルールアクションでリソースレベルのアクセス許可
がサポートされない場合、アクションを使用するアクセス許可をユーザーに付与できますが、ポ
リシーステートメントのリソース要素として * を指定する必要があります。

API アクション リソース

DeleteConfigRule Config ルール

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

DeleteEvaluationResults Config ルール

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

DescribeComplianceByConfigRule Config ルール

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

DescribeConfigRuleEvaluationStatusConfig ルール

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

GetComplianceDetailsByConfigRuleConfig ルール

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

PutConfigRule Config ルール

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

StartConfigRulesEvaluation Config ルール

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

PutRemediationConfigurations 修復の設定

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

DescribeRemediationConfigurations修復の設定

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

DeleteRemediationConfiguration 修復の設定

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

PutRemediationExceptions 修復の設定

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id
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API アクション リソース

DescribeRemediationExceptions 修復の設定

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

DeleteRemediationExceptions 修復の設定

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

例えば、特定のルールで特定のユーザーに読み取りアクセスを許可して、書き込みアクセスを拒否すると
します。

最初のポリシーでは、指定したルールで DescribeConfigRuleEvaluationStatus などの AWS 
Config ルール読み取りアクションを許可します。

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Sid": "VisualEditor0", 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "config:StartConfigRulesEvaluation", 
                    "config:DescribeComplianceByConfigRule", 
                    "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus", 
                    "config:GetComplianceDetailsByConfigRule" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID", 
                    "arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID" 
                ] 
            } 
        ] 
    }

2 番目のポリシーでは、特定のルールで AWS Config ルール書き込みアクションを拒否します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "config:PutConfigRule", 
                "config:DeleteConfigRule", 
                "config:DeleteEvaluationResults" 
               ], 
            "Resource": "arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID" 
           } 
      ] 
   }

リソースレベルのアクセス許可を使用すると、 AWS Config ルール API アクションの特定のアクションを
実行するために、読み取りアクセスを許可して書き込みアクセスを拒否できます。
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マルチアカウント、マルチリージョンのデータ集約でサポートさ
れるリソースレベルのアクセス許可。
ユーザーがマルチアカウントマルチリージョンのデータ集約に対して特定のアクションを実行する機能を
管理するには、リソースレベルのアクセス許可を使用します。次の AWS Config Aggregator API は、リ
ソースレベルのアクセス許可をサポートします。

• BatchGetAggregateResourceConfig
• DeleteConfigurationAggregator
• DescribeAggregateComplianceByConfigRules
• DescribeAggregateComplianceByConformancePacks
• DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus
• GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule
• GetAggregateConfigRuleComplianceSummary
• GetAggregateConformancePackComplianceSummary
• GetAggregateDiscoveredResourceCounts
• GetAggregateResourceConfig
• ListAggregateDiscoveredResources
• PutConfigurationAggregator
• SelectAggregateResourceConfig

例えば、2 つのアグリゲーター AccessibleAggregator および InAccessibleAggregator を作成
し、AccessibleAggregator へのアクセスを許可するが、InAccessibleAggregator へのアクセス
は拒否する IAM ポリシーをアタッチすることで、特定のユーザーからのリソースデータへのアクセスを制
限できます。

AccessibleAggregator の IAM ポリシー

このポリシーでは、指定した AWS Config Amazon リソースネーム (ARN) に対してサポートされ
ているアグリゲーターアクションへのアクセスを許可します。この例では、AWS Config ARN は
arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-
mocpsqhs です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ConfigAllow", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig", 
                "config:DeleteConfigurationAggregator", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks", 
                "config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus", 
                "config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule", 
                "config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts", 
                "config:GetAggregateResourceConfig", 
                "config:ListAggregateDiscoveredResources", 
                "config:PutConfigurationAggregator", 
                "config:SelectAggregateResourceConfig" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-
aggregator-mocpsqhs" 

8099

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_BatchGetAggregateResourceConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteConfigurationAggregator.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeAggregateComplianceByConfigRules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeAggregateComplianceByConformancePacks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetAggregateConfigRuleComplianceSummary.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetAggregateConformancePackComplianceSummary.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetAggregateDiscoveredResourceCounts.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetAggregateResourceConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_ListAggregateDiscoveredResources.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutConfigurationAggregator.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_SelectAggregateResourceConfig.html


AWS Config デベロッパーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

        } 
    ]
}

InAccessibleAggregator の IAM ポリシー

このポリシーでは、指定した AWS Config ARN に対してサポートされているアグリゲーターア
クションへのアクセスを拒否します。この例では、AWS Config ARN は arn:aws:config:ap-
northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-pokxzldx です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ConfigDeny", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig", 
                "config:DeleteConfigurationAggregator", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks", 
                "config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus", 
                "config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule", 
                "config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts", 
                "config:GetAggregateResourceConfig", 
                "config:ListAggregateDiscoveredResources", 
                "config:PutConfigurationAggregator", 
                "config:SelectAggregateResourceConfig" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-
aggregator-pokxzldx" 
        } 
    ]
}

デベロッパーグループのユーザーが、指定した AWS Config ARN でこれらのいずれかのアクションの実行
を試みた場合、そのユーザーはアクセス拒否の例外を受け取ります。

ユーザーのアクセス許可の確認

作成したアグリゲーターを表示するには、次の AWS CLI コマンドを実行します。

aws configservice describe-configuration-aggregators

コマンドが正常に完了すると、アカウントに関連付けられているすべてのアグリゲーターの詳細を確認で
きます。この例では、AccessibleAggregator および InAccessibleAggregator のようになりま
す。

{ 
    "ConfigurationAggregators": [ 
        { 
            "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-mocpsqhs", 
            "CreationTime": 1517942461.442, 
            "ConfigurationAggregatorName": "AccessibleAggregator", 
            "AccountAggregationSources": [ 
                { 
                    "AllAwsRegions": true, 
                    "AccountIds": [ 
                        "AccountID1", 
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                        "AccountID2", 
                        "AccountID3" 
                    ] 
                } 
            ], 
            "LastUpdatedTime": 1517942461.455 
        }, 
        { 
            "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-pokxzldx", 
            "CreationTime": 1517942461.442, 
            "ConfigurationAggregatorName": "InAccessibleAggregator", 
            "AccountAggregationSources": [ 
                { 
                    "AllAwsRegions": true, 
                    "AccountIds": [ 
                        "AccountID1", 
                        "AccountID2", 
                        "AccountID3" 
                    ] 
                } 
            ], 
            "LastUpdatedTime": 1517942461.455 
        } 
    ]
}

Note

account-aggregation-sources に、データを集約する AWS アカウント ID のカンマ区
切りリストを入力します。アカウント ID を角括弧で囲み、必ず疑問符をエスケープします 
(例: "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",\"AccountID2\",\"AccountID3\"],
\"AllAwsRegions\": true}]")。

InAccessibleAggregator へのアクセス、またはアクセス先となるアグリゲータを拒否するには、次の 
IAM ポリシーをアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ConfigDeny", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig", 
                "config:DeleteConfigurationAggregator", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks", 
                "config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus", 
                "config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule", 
                "config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts", 
                "config:GetAggregateResourceConfig", 
                "config:ListAggregateDiscoveredResources", 
                "config:PutConfigurationAggregator", 
                "config:SelectAggregateResourceConfig" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-
aggregator-pokxzldx" 
        } 
    ]
}
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次に、特定のアグリゲータのルールへのアクセスを制限する IAM ポリシーが動作していることを確認でき
ます。

aws configservice get-aggregate-compliance-details-by-config-rule --configuration-
aggregator-name InAccessibleAggregator --config-rule-name rule name --account-id AccountID
 --aws-region AwsRegion

このコマンドではアクセス拒否の例外が返されます。

An error occurred (AccessDeniedException) when calling the 
 GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule operation: User: arn:aws:iam::AccountID:user/ is 
 not  
authorized to perform: config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule on resource: 
 arn:aws:config:AwsRegion-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-pokxzldx

追加情報
IAM ユーザー、グループ、ポリシー、アクセス許可の作成の詳細については、 IAM ユーザーガイドの最初
の IAM ユーザーと管理者グループの作成およびアクセス管理を参照してください。

AWS Config の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーの一覧と説明に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS ジョブ機能のマネージドポリシー」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSConfigServiceRolePolicy
AWS Config は、AWSServiceRoleForConfig と名付けられたサービスにリンクされたロールを使用して、
お客様に代わってその他の AWS サービスを呼び出します。AWS Management Console を使用して AWS 
Config をセットアップする場合、お客様の AWS Config (IAM) サービスロールではなく AWS Config SLR 
を使用するオプションを選択すると、この SLR は AWS Identity and Access Management によって自動的
に作成されます。

AWSServiceRoleForConfig SLR は管理ポリシー AWSConfigServiceRolePolicy を含んでいます。
この管理ポリシーには、AWS Config リソースに対する読み取り専用と書き込み専用のアクセス許可
と、AWS Config がサポートする他のサービスのリソースへの読み取り専用アクセス許可が含まれます。
詳細については、サポートされているリソースタイプ (p. 11) および AWS Config のサービスにリンクされ
たロールの使用 (p. 8189) を参照してください。
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ポリシー「AWSConfigServiceRolePolicy。

AWS マネージドポリシー: AWS_ConfigRole
AWS Config で AWS リソースの設定を記録するには、リソースの設定詳細を取得するための IAM アクセ
ス許可が必要です。AWS Config の IAM ロールを作成する場合は、管理ポリシー AWS_ConfigRole を使
用してそれを IAM ロールに適用します。

この IAM ポリシーは、AWS Config が AWS リソースタイプのサポートを追加するたびに更新されます。
つまり、AWS Config は、AWS_ConfigRole ロールにこの管理ポリシーが適用されている限り、サポート
されているリソースタイプの設定データを記録するために必要なアクセス許可を保持し続けることができ
ます。詳細については、サポートされているリソースタイプ (p. 11) および AWS Config に割り当てられた 
IAM ロールのアクセス許可 (p. 8177) を参照してください。

「AWS_ConfigRole」というポリシーを参照してください。

AWS マネージドポリシー: ConfigConformsServiceRolePolicy
コンフォーマンスパックをデプロイおよび管理するには、IAM アクセス許可と、他の AWS のサービスか
らの特定のアクセス許可が AWS Config に必要です。これにより、すべての機能を備えたコンフォーマン
スパックのデプロイと管理が可能になり、AWS Config がコンフォーマンスパックの新機能を追加するた
びに、毎回更新されます。コンフォーマンスパックの詳細については、「コンフォーマンスパック」を参
照してください。

ポリシーをご覧ください。「ConfigConformsServiceRolePolicy」

AWS マネージドポリシー: AWSConfigRulesExecutionRole
AWSカスタム Lambda Rules をデプロイするには、IAM アクセス許可と、他のAWSのサービスからの特
定のアクセス許可がAWS Configに必要です。これにより、AWS Lambda関数は Amazon S3AWS Config 
に定期的に配信されるAWS Config API と設定スナップショットにアクセスできます。このアクセス
は、AWSカスタム Lambda ルールの設定変更を評価する関数に必要で、AWS Config新しい機能が追加
されるたびに更新されます。AWSカスタム Lambda ルールの詳細については、「AWS Configカスタム 
Lambda AWS Configルールの作成とルールのコンポーネント」を参照してください。設定スナップショッ
トの詳細については、「設定スナップショット」を参照してください。構成スナップショットの配信の詳
細については、「配信チャネルの管理」を参照してください。

「AWSConfigRules/ExecutionRole」というポリシーを参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
AWS Organizations の組織内のメンバーアカウント全体で AWS Config ルールとコンフォーマンスパック
を一元的にデプロイ、更新、削除するには、AWS Config は IAM 権限と他の AWS サービスからの特定の
権限を必要とします。この管理ポリシーは、AWS Config がマルチアカウント設定の新しい機能を追加す
るたびに更新されます。詳細については、「組織のすべてのアカウント全体で AWS Config ルールを管理
する」と「組織内のすべてのアカウントのコンフォーマンスパックの管理」を参照してください。

ポリシー「AWSConfigMultiAccountSetupPolicy。

AWS マネージドポリシー: AWSConfigRoleForOrganizations
読み取り専用AWS Organizations APIAWS ConfigAWS Config を呼び出すには、IAMAWS 権限と他のサー
ビスからの特定の権限が必要です。この管理ポリシーは、AWS Config がマルチアカウント設定の新しい
機能を追加するたびに更新されます。詳細については、「組織のすべてのアカウント全体で AWS Config 
ルールを管理する」と「組織内のすべてのアカウントのコンフォーマンスパックの管理」を参照してくだ
さい。

「組織用の AWS Configロール」というポリシーを参照してください。
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AWS マネージドポリシー: 
AWSConfigRemediationServiceRolePolicy
AWS ConfigNON_COMPLIANTユーザーに代わってリソースを修正できるようにするには、IAMAWS 
ConfigAWS 権限と他のサービスからの特定の権限が必要です。この管理ポリシーは、AWS Config がマル
チアカウント設定の新しい機能を追加するたびに更新されます。是正の詳細については、「AWS Config
ルールによる非準拠リソースの修正」を参照してください。AWS Config評価結果を導き出す条件の詳細に
ついては、「コンセプト |AWS Config ルール」を参照してください。

ポリシーをご覧ください:AWSConfigRemediationServiceRolePolicy

AWS Config マネージドポリシーの AWS 更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS Config マネージドポリシーの更新
に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、AWS Config [Document 
history](ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをご覧ください。

変更 説明 日付

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: amplify:GetApp, 
amplify:ListApps, 
appmesh:DescribeVirtualGateway, 
appmesh:DescribeVirtualNode, 
appmesh:DescribeVirtualRouter, 
appmesh:DescribeVirtualService, 
appmesh:ListMeshes, 
appmesh:ListTagsForResource, 
appmesh:ListVirtualGateways, 
appmesh:ListVirtualNodes, 
appmesh:ListVirtualRouters, 
appmesh:ListVirtualServices, 
apprunner:DescribeVpcConnector, 
apprunner:ListVpcConnectors, 
cloudformation:ListTypes, 
cloudfront:ListResponseHeadersPolicies, 
codeartifact:ListRepositories, 
ds:DescribeEventTopics, 
ds:ListLogSubscriptions, 
GetInstanceTypesFromInstanceRequirement 
ec2:GetManagedPrefixListEntries, 
kendra:DescribeIndex, 
kendra:ListIndices, 
kendra:ListTagsForResource, 
logs:DescribeDestinations, 
logs:GetDataProtectionPolicy, 
macie2:DescribeOrganizationConfiguration, 
macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration, 
macie2:GetClassificationExportConfiguration, 
macie2:GetCustomDataIdentifier, 
macie2:GetFindingsPublicationConfiguration, 
macie2:ListCustomDataIdentifiers, 
mobiletargeting:GetEmailChannel, 
refactor-spaces:GetEnvironment, 
refactor-
spaces:ListEnvironments, 

このポリシーで
は、、、、、Amazon 
CloudFront、Amazon Elastic 
Compute Cloud、Amazon 
Kendra、Amazon 
Macie、Amazon 
Route 53、Amazon 
SageMaker、Amazon 
Pinpoint、AWS 
Resilience Hub、Amazon 
CloudWatch、AWS Directory 
Service、などの Amazon マ
ネージドワークフローの追加
権限がサポートされるように
なりましたAWS WAF。AWS 
AmplifyAWS App MeshAWS App 
RunnerAWS CodeArtifactAWS 
Transfer FamilyAWS Migration 
Hub

2023 年 4 月 13 日
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変更 説明 日付
resiliencehub:ListTagsForResource, 
route53:GetDNSSEC, 
sagemaker:DescribeDomain, 
sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition, 
sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition, 
sagemaker:DescribePipeline, 
sagemaker:DescribeProject, 
sagemaker:ListDomains, 
sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions, 
sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions, 
sagemaker:ListPipelines, 
sagemaker:ListProjects, 
transfer:DescribeAgreement, 
transfer:DescribeCertificate, 
transfer:ListAgreements, 
transfer:ListCertificates, and waf-
regional:ListLoggingConfigurations.
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変更 説明 日付

AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: amplify:GetApp, 
amplify:ListApps, 
appmesh:DescribeVirtualGateway, 
appmesh:DescribeVirtualNode, 
appmesh:DescribeVirtualRouter, 
appmesh:DescribeVirtualService, 
appmesh:ListMeshes, 
appmesh:ListTagsForResource, 
appmesh:ListVirtualGateways, 
appmesh:ListVirtualNodes, 
appmesh:ListVirtualRouters, 
appmesh:ListVirtualServices, 
apprunner:DescribeVpcConnector, 
apprunner:ListVpcConnectors, 
cloudformation:ListTypes, 
cloudfront:ListResponseHeadersPolicies, 
codeartifact:ListRepositories, 
ds:DescribeEventTopics, 
ds:ListLogSubscriptions, 
ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, 
ec2:GetManagedPrefixListEntries, 
kendra:DescribeIndex, 
kendra:ListIndices, 
kendra:ListTagsForResource, 
logs:DescribeDestinations, 
logs:GetDataProtectionPolicy, 
macie2:DescribeOrganizationConfiguration, 
macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration, 
macie2:GetClassificationExportConfiguration, 
macie2:GetCustomDataIdentifier, 
macie2:GetFindingsPublicationConfiguration, 
macie2:ListCustomDataIdentifiers, 
mobiletargeting:GetEmailChannel, 
refactor-spaces:GetEnvironment, 
refactor-
spaces:ListEnvironments, 
resiliencehub:ListTagsForResource, 
route53:GetDNSSEC, 
sagemaker:DescribeDomain, 
sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition, 
sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition, 
sagemaker:DescribePipeline, 
sagemaker:DescribeProject, 
sagemaker:ListDomains, 
sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions, 
sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions, 
sagemaker:ListPipelines, 
sagemaker:ListProjects, 
transfer:DescribeAgreement, 
transfer:DescribeCertificate, 
transfer:ListAgreements, 
transfer:ListCertificates, and waf-
regional:ListLoggingConfigurations

このポリシーで
は、、、、、Amazon 
CloudFront、Amazon Elastic 
Compute Cloud、Amazon 
Kendra、Amazon 
Macie、Amazon 
Route 53、Amazon 
SageMaker、Amazon 
Pinpoint、AWS 
Resilience Hub、Amazon 
CloudWatch、AWS Directory 
Service、などの Amazon マ
ネージドワークフローの追加
権限がサポートされるように
なりましたAWS WAF。AWS 
AmplifyAWS App MeshAWS App 
RunnerAWS CodeArtifactAWS 
Transfer FamilyAWS Migration 
Hub

2023 年 4 月 13 日
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変更 説明 日付

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: appflow:DescribeFlow, 
appflow:ListFlows, 
appflow:ListTagsForResource, 
apprunner:DescribeService, 
apprunner:ListServices, 
apprunner:ListTagsForResource, 
appstream:DescribeApplications, 
appstream:DescribeFleets, 
cloudfront:GetResponseHeadersPolicy, 
cloudwatch:ListTagsForResource, 
codeartifact:DescribeRepository, 
codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy, 
codeartifact:ListTagsForResource, 
codecommit:GetRepository, 
codecommit:GetRepositoryTriggers, 
codecommit:ListRepositories, 
codecommit:ListTagsForResource, 
devicefarm:GetInstanceProfile, 
devicefarm:ListInstanceProfiles, 
devicefarm:ListProjects, 
evidently:GetProject, 
evidently:ListProjects, 
evidently:ListTagsForResource, 
forecast:DescribeDataset, 
forecast:ListDatasets, 
forecast:ListTagsForResource, 
groundstation:GetConfig, 
groundstation:ListConfigs, 
groundstation:ListTagsForResource, 
iam:GetInstanceProfile, 
iam:GetSAMLProvider, 
iam:GetServerCertificate, 
iam:ListAccessKeys, 
iam:ListGroups, 
iam:ListInstanceProfiles, 
iam:ListMFADevices, 
iam:ListMFADeviceTags, 
iam:ListRoles, 
iam:ListSAMLProviders, 
iot:DescribeFleetMetric, 
iot:ListFleetMetrics, 
memorydb:DescribeUsers, 
memorydb:ListTags, 
mobiletargeting:GetApp, 
mobiletargeting:GetCampaigns, 
networkmanager:GetDevices, 
networkmanager:GetLinks, 
networkmanager:GetSites, 
panorama:ListNodes, 
rds:DescribeDBProxyEndpoints, 
redshift:DescribeScheduledActions, 
sagemaker:DescribeAppImageConfig, 
sagemaker:DescribeImage, 
sagemaker:DescribeImageVersion, 

このポリシーでは、Amazon 
AppFlow の Amazon マネー
ジドワークフロー、Amazon 
AppStream 2.0、Amazon 
CloudFront、Amazon 
CloudWatch、、、、Amazon 
CloudWatch、、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
Forecast、AWS Identity 
and Access Management 
(IAM)、Redis 用 Amazon 
MemoryDB、Amazon 
Pinpoint、、Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS)、Amazon Redshift、およ
び Amazon SageMaker の追加
のアクセス権限がサポートされ
るようになりました。AWS App 
RunnerAWS CodeArtifactAWS 
CodeCommitAWS Device 
FarmAWS Ground StationAWS 
IoTAWS Network ManagerAWS 
Panorama

2023 年 3 月 30 日
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変更 説明 日付
sagemaker:ListAppImageConfigs, 
sagemaker:ListImages, and 
sagemaker:ListImageVersions
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変更 説明 日付

AWS_ConfigRole (p. 8103) – 
追加: appflow:DescribeFlow, 
appflow:ListFlows, 
appflow:ListTagsForResource, 
apprunner:DescribeService, 
apprunner:ListServices, 
apprunner:ListTagsForResource, 
appstream:DescribeApplications, 
appstream:DescribeFleets, 
cloudformation:ListTypes, 
cloudfront:GetResponseHeadersPolicy, 
cloudfront:ListDistributions, 
cloudwatch:ListTagsForResource, 
codeartifact:DescribeRepository, 
codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy, 
codeartifact:ListTagsForResource, 
codecommit:GetRepository, 
codecommit:GetRepositoryTriggers, 
codecommit:ListRepositories, 
codecommit:ListTagsForResource, 
devicefarm:GetInstanceProfile, 
devicefarm:ListInstanceProfiles, 
devicefarm:ListProjects, 
ec2:DescribeTrafficMirrorFilters, 
evidently:GetProject, 
evidently:ListProjects, 
evidently:ListTagsForResource, 
forecast:DescribeDataset, 
forecast:ListDatasets, 
forecast:ListTagsForResource, 
groundstation:GetConfig, 
groundstation:ListConfigs, 
groundstation:ListTagsForResource, 
iam:GetInstanceProfile, 
iam:GetSAMLProvider, 
iam:GetServerCertificate, 
iam:ListAccessKeys, 
iam:ListGroups, 
iam:ListInstanceProfiles, 
iam:ListMFADevices, 
iam:ListMFADeviceTags, 
iam:ListRoles, 
iam:ListSAMLProviders, 
iot:DescribeFleetMetric, 
iot:ListFleetMetrics, 
memorydb:DescribeUsers, 
memorydb:ListTags, 
mobiletargeting:GetApp, 
mobiletargeting:GetCampaigns, 
networkmanager:GetDevices, 
networkmanager:GetLinks, 
networkmanager:GetSites, 
panorama:ListNodes, 
rds:DescribeDBProxyEndpoints, 
redshift:DescribeScheduledActions, 

このポリシーでは、Amazon 
AppFlow、Amazon 
AppStream 2.0、Amazon 
CloudFront、Amazon 
CloudWatch、、、、、、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)、Amazon CloudWatch 
Evly、Amazon Forecast、AWS 
Identity and Access Management 
(IAM)、、Amazon MemoryDB 
for Redis、Amazon 
Pinpoint、、Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS)、Amazon Redshift、お
よび Amazon Sageに対する追
加のアクセス許可がにサポート
されるようになりました。メー
カー。AWS App RunnerAWS 
CloudFormationAWS 
CodeArtifactAWS 
CodeCommitAWS Device 
FarmAWS Ground StationAWS 
IoTAWS Network ManagerAWS 
Panorama

2023 年 3 月 30 日
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変更 説明 日付
sagemaker:DescribeAppImageConfig, 
sagemaker:DescribeImage, 
sagemaker:DescribeImageVersion, 
sagemaker:ListAppImageConfigs, 
sagemaker:ListImages, and 
sagemaker:ListImageVersions

AWSConfigRulesExecutionRole (p. 8103)
– AWS Config がこの AWS 管理
ポリシーの変更の追跡を開始し
ました

このポリシーにより、AWS 
Lambda関数は Amazon S3AWS 
Config に定期的に配信される
AWS Config API と設定スナップ
ショットにアクセスできます。
このアクセスは、AWSカスタム 
Lambda ルールの設定変更を評価
する関数に必要です。

2023 年 3 月 7 日

AWSConfigRoleForOrganizations (p. 8103)
– AWS Config がこの AWS 管理
ポリシーの変更の追跡を開始し
ました

このポリシーでは、読み取り専
用のAWS Organizations APIAWS 
Config を呼び出すことができま
す。

2023 年 3 月 7 日

AWSConfigRemediationServiceRolePolicy (p. 8104)
– AWS Config がこの AWS 管理
ポリシーの変更の追跡を開始し
ました

AWS Configこのポリシーによ
り、NON_COMPLIANTお客様に代
わってリソースを修正すること
ができます。

2023 年 3 月 7 日

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
auditmanager:GetAccountStatus

このポリシーでは、AWS Audit 
Manager のアカウントの登録状
態を返すアクセス許可を付与す
るようになりました。

2023 年 3 月 3 日

AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: 
auditmanager:GetAccountStatus

このポリシーでは、AWS Audit 
Manager のアカウントの登録状
態を返すアクセス許可を付与す
るようになりました。

2023 年 3 月 3 日

AWSConfigMultiAccountSetupPolicy (p. 8103)
– AWS Config がこの AWS 管理
ポリシーの変更の追跡を開始し
ました

このポリシーでは、AWS Config 
が AWS Organizations を使用し
て AWS サービスを呼び出し、組
織全体に AWS Config リソース
をデプロイできます。

2023 年 2 月 27 日
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変更 説明 日付

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
airflow:ListTagsForResource, 
iot:ListCustomMetrics, 
iot:DescribeCustomMetric, 
appstream:DescribeDirectoryConfigs, 
appstream:ListTagsForResource, 
codeguru-
reviewer:DescribeRepositoryAssociation, 
codeguru-
reviewer:ListRepositoryAssociations, 
healthlake:ListFHIRDatastores, 
healthlake:DescribeFHIRDatastore, 
healthlake:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:DescribeStream, 
kinesisvideo:ListStreams, 
kinesisvideo:ListTagsForStream, 
kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, 
kinesisvideo:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:ListSignalingChannels, 
route53-recovery-control-
config:DescribeCluster, 
route53-recovery-control-
config:DescribeRoutingControl, 
route53-recovery-control-
config:DescribeSafetyRule, 
route53-recovery-control-
config:ListClusters, 
route53-recovery-control-
config:ListRoutingControls, 
route53-recovery-control-
config:ListSafetyRules, 
devicefarm:GetTestGridProject, 
devicefarm:ListTestGridProjects, 
ec2:DescribeCapacityReservationFleets, 
ec2:DescribeIpamPools, 
ec2:DescribeIpams, 
ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, 
mobiletargeting:GetApplicationSettings, 
mobiletargeting:ListTagsForResource, 
ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, 
iam:ListServerCertificates, 
guardduty:ListPublishingDestinations, 
guardduty:DescribePublishingDestination, 
logs:GetLogDelivery, and 
logs:ListLogDeliveries

このポリシーでは、Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow、AWS IoT、Amazon 
AppStream 2.0、Amazon 
CodeGuru Reviewer、Amazon 
HealthLake、Amazon Kinesis 
Video Streams、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、AWS Device 
Farm、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)、Amazon 
PinPoint、Amazon 
Pinpoint、AWS Identity 
and Access Management 
(IAM)、Amazon GuardDuty、お
よび Amazon CloudWatch Logs 
に対する追加のアクセス許可
をサポートするようになりまし
た。

2023 年 2 月 1 日
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AWS_ConfigRole (p. 8103) – 追
加: airflow:ListTagsForResource, 
iot:ListCustomMetrics, 
iot:DescribeCustomMetric, 
appstream:DescribeDirectoryConfigs, 
appstream:ListTagsForResource, 
codeguru-
reviewer:DescribeRepositoryAssociation, 
codeguru-
reviewer:ListRepositoryAssociations, 
healthlake:ListFHIRDatastores, 
healthlake:DescribeFHIRDatastore, 
healthlake:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:DescribeStream, 
kinesisvideo:ListStreams, 
kinesisvideo:ListTagsForStream, 
kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, 
kinesisvideo:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:ListSignalingChannels, 
route53-recovery-control-
config:DescribeCluster, 
route53-recovery-control-
config:DescribeRoutingControl, 
route53-recovery-control-
config:DescribeSafetyRule, 
route53-recovery-control-
config:ListClusters, 
route53-recovery-control-
config:ListRoutingControls, 
route53-recovery-control-
config:ListSafetyRules, 
devicefarm:GetTestGridProject, 
devicefarm:ListTestGridProjects, 
ec2:DescribeCapacityReservationFleets, 
ec2:DescribeIpamPools, 
ec2:DescribeIpams, 
ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, 
mobiletargeting:GetApplicationSettings, 
mobiletargeting:ListTagsForResource, 
ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, 
iam:ListServerCertificates, 
guardduty:ListPublishingDestinations, 
guardduty:DescribePublishingDestination, 
logs:GetLogDelivery, and 
logs:ListLogDeliveries

このポリシーでは、Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow、AWS IoT、Amazon 
AppStream 2.0、Amazon 
CodeGuru Reviewer、Amazon 
HealthLake、Amazon Kinesis 
Video Streams、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、AWS Device 
Farm、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)、Amazon 
PinPoint、Amazon 
Pinpoint、AWS Identity 
and Access Management 
(IAM)、Amazon GuardDuty、お
よび Amazon CloudWatch Logs 
に対する追加のアクセス許可
をサポートするようになりまし
た。

2023 年 2 月 1 日

ConfigConformsServiceRolePolicy (p. 8103)
– 更新: 
config:DescribeConfigRules

セキュリティのベストプラク
ティスとして、このポリシー
は、config:DescribeConfigRules
に対する広範なリソースレベル
のアクセス許可を削除するよう
になりました。

2023 年 1 月 12 日
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変更 説明 日付

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
APS:DescribeRuleGroupsNamespace, 
APS:DescribeWorkspace, 
APS:ListWorkspaces, 
auditmanager:GetAssessment, 
auditmanager:ListAssessments, 
devicefarm:GetNetworkProfile, 
AWS Transfer Family 
devicefarm:GetProject, 
devicefarm:ListNetworkProfiles, 
devicefarm:ListTagsForResource, 
dms:DescribeEndpoints, 
ds:ListTagsForResource, 
ec2:DescribeTags, 
ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetIpamPoolAllocations, 
ec2:GetIpamPoolCidrs, 
glue:GetMLTransform, 
glue:GetMLTransforms, 
glue:ListMLTransforms, 
iot:DescribeScheduledAudit, 
iot:ListScheduledAudits, 
ivs:GetChannel, 
lightsail:GetRelationalDatabases, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingConfiguration, 
mediapackage-
vod:ListPackagingConfigurations, 
networkmanager:DescribeGlobalNetworks, 
networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations, 
networkmanager:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDashboard, 
quicksight:DescribeDashboardPermissions, 
quicksight:DescribeTemplate, 
quicksight:DescribeTemplatePermissions, 
quicksight:ListDashboards, 
quicksight:ListTemplates, 
ram:ListResources, 
route53-recovery-control-
config:DescribeControlPanel, 
route53-recovery-control-
config:ListControlPanels, 
route53-recovery-control-
config:ListTagsForResource, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, 
s3:GetAccessPointForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, 
s3:GetMultiRegionAccessPoint, 
s3:ListAccessPointsForObjectLambda, 
s3:ListMultiRegionAccessPoints, 
timestream:DescribeEndpoints, 

このポリシーでは、Amazon 
Managed Service for 
Prometheus、AWS Audit 
Manager、AWS Device 
Farm、AWS Database Migration 
Service (AWS DMS)、AWS 
Directory Service、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)、AWS Glue、AWS 
IoT、Amazon Lightsail、AWS 
Elemental MediaPackage、AWS 
Network Manager、Amazon 
QuickSight、AWS Resource 
Access Manager、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3)、
および Amazon Timestream に
対する追加のアクセス許可をサ
ポートするようになりました。

2022 年 12 月 15 日
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transfer:DescribeConnector, 
transfer:ListConnectors, and 
transfer:ListTagsForResource
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変更 説明 日付

AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: 
APS:DescribeRuleGroupsNamespace, 
APS:DescribeWorkspace, 
APS:ListWorkspaces, 
auditmanager:GetAssessment, 
auditmanager:ListAssessments, 
devicefarm:GetNetworkProfile, 
devicefarm:GetProject, 
devicefarm:ListNetworkProfiles, 
devicefarm:ListTagsForResource, 
dms:DescribeEndpoints, 
ds:ListTagsForResource, 
ec2:DescribeTags, 
ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetIpamPoolAllocations, 
ec2:GetIpamPoolCidrs, 
glue:GetMLTransform, 
glue:GetMLTransforms, 
glue:ListMLTransforms, 
iot:DescribeScheduledAudit, 
iot:ListScheduledAudits, 
ivs:GetChannel, 
lightsail:GetRelationalDatabases, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingConfiguration, 
mediapackage-
vod:ListPackagingConfigurations, 
networkmanager:DescribeGlobalNetworks, 
networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations, 
networkmanager:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDashboard, 
quicksight:DescribeDashboardPermissions, 
quicksight:DescribeTemplate, 
quicksight:DescribeTemplatePermissions, 
quicksight:ListDashboards, 
quicksight:ListTemplates, 
ram:ListResources, 
route53-recovery-control-
config:DescribeControlPanel, 
route53-recovery-control-
config:ListControlPanels, 
route53-recovery-control-
config:ListTagsForResource, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, 
s3:GetAccessPointForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, 
s3:GetMultiRegionAccessPoint, 
s3:ListAccessPointsForObjectLambda, 
s3:ListMultiRegionAccessPoints, 
timestream:DescribeEndpoints, 
transfer:DescribeConnector, 

このポリシーでは、Amazon 
Managed Service for 
Prometheus、AWS Audit 
Manager、AWS Device 
Farm、AWS Database Migration 
Service (AWS DMS)、AWS 
Directory Service、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)、AWS Glue、AWS 
IoT、Amazon Lightsail、AWS 
Elemental MediaPackage、AWS 
Network Manager、Amazon 
QuickSight、AWS Resource 
Access Manager、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3)、
および Amazon Timestream に
対する追加のアクセス許可をサ
ポートするようになりました。

2022 年 12 月 15 日
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変更 説明 日付
transfer:ListConnectors, and 
transfer:ListTagsForResource

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
cloudformation:ListStackResources 
and cloudformation:ListStacks

このポリシーでは、指定された 
AWS CloudFormation スタックの
すべてのリソースに関する説明
と、指定された StackStatusFilter 
に一致するステータスを持つス
タックに関する要約情報を返す
アクセス許可を付与するように
なりました。

2022 年 11 月 7 日

AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: 
cloudformation:ListStackResources 
and cloudformation:ListStacks

このポリシーでは、指定された 
AWS CloudFormation スタックの
すべてのリソースに関する説明
と、指定された StackStatusFilter 
に一致するステータスを持つス
タックに関する要約情報を返す
アクセス許可を付与するように
なりました。

2022 年 11 月 7 日
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変更 説明 日付

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: acm-
pca:GetCertificateAuthorityCsr, 
acm-
pca:ListCertificateAuthorities, 
acm-pca:ListTags, 
airflow:GetEnvironment, 
airflow:ListEnvironments, 
amplifyuibuilder:ListThemes, 
appconfig:ListConfigurationProfiles, 
appconfig:ListDeployments, 
appconfig:ListDeploymentStrategies, 
appconfig:ListEnvironments, 
appconfig:ListHostedConfigurationVersions, 
cassandra:Select, 
cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, 
cloudwatch:GetDashboard, 
cloudwatch:ListDashboards, 
connect:DescribePhoneNumber, 
connect:ListPhoneNumbers, 
connect:ListPhoneNumbersV2, 
connect:SearchAvailablePhoneNumbers, 
databrew:DescribeDataset, 
databrew:DescribeJob, 
databrew:DescribeProject, 
databrew:DescribeRecipe, 
databrew:DescribeRuleset, 
databrew:DescribeSchedule, 
databrew:ListDatasets, 
databrew:ListJobs, 
databrew:ListProjects, 
databrew:ListRecipes, 
databrew:ListRecipeVersions, 
databrew:ListRulesets, 
databrew:ListSchedules, 
ec2:DescribeRouteTables, 
eks:DescribeAddon, 
eks:DescribeIdentityProviderConfig, 
eks:ListAddons, 
eks:ListIdentityProviderConfigs, 
events:DescribeConnection, 
events:ListApiDestinations, 
events:ListConnections, 
fis:GetExperimentTemplate, 
fis:ListExperimentTemplates, 
frauddetector:GetRules, 
fsx:DescribeBackups, 
fsx:DescribeSnapshots, 
fsx:DescribeStorageVirtualMachines, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, 
geo:ListGeofenceCollections, 
geo:ListPlaceIndexes, 
geo:ListRouteCalculators, 
geo:ListTrackers, 

このポリシーでは、現在 Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow、AWS Amplify、AWS 
AppConfig、Amazon 
Keyspaces、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
Connect、AWS Glue 
DataBrew、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS)、Amazon 
EventBridge、AWS Fault 
Injection Simulator、Amazon 
Fraud Detector、Amazon 
FSx、Amazon 
GameLift、Amazon Location 
Service、AWS IoT、Amazon 
Lex、Amazon Lightsail、Amazon 
Pinpoint、AWS 
OpsWorks、AWS 
Panorama、AWS Resource 
Access Manager、Amazon 
QuickSight、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS)、Amazon 
Rekognition、AWS 
RoboMaker、AWS Resource 
Groups、Amazon Route 
53、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)、AWS 
Cloud Map、AWS Security 
Token Service に AWS 
Certificate Manager の追加の権
限をサポートしています。

2022 年 10 月 19 日
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変更 説明 日付
iot:DescribeAccountAuditConfiguration, 
iot:DescribeAuthorizer, 
iot:DescribeDomainConfiguration, 
iot:DescribeMitigationAction, 
iot:ListAuthorizers, 
iot:ListDomainConfigurations, 
iot:ListMitigationActions, 
iotsitewise:DescribeAssetModel, 
iotsitewise:DescribeDashboard, 
iotsitewise:DescribeGateway, 
iotsitewise:DescribePortal, 
iotsitewise:DescribeProject, 
iotsitewise:ListAssetModels, 
iotsitewise:ListDashboards, 
iotsitewise:ListGateways, 
iotsitewise:ListPortals, 
iotsitewise:ListProjectAssets, 
iotsitewise:ListProjects, 
iotsitewise:ListTagsForResource, 
iotwireless:GetServiceProfile, 
iotwireless:GetWirelessDevice, 
iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition, 
iotwireless:ListServiceProfiles, 
iotwireless:ListTagsForResource, 
iotwireless:ListWirelessDevices, 
iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions, 
lex:DescribeBotVersion, 
lex:ListBotVersions, 
lightsail:GetContainerServices, 
lightsail:GetDistributions, 
lightsail:GetRelationalDatabase, 
lightsail:GetRelationalDatabaseParameters, 
mobiletargeting:GetApps, 
mobiletargeting:GetCampaign, 
mobiletargeting:GetSegment, 
mobiletargeting:GetSegments, 
opsworks:DescribeInstances, 
opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling, 
opsworks:DescribeVolumes, 
panorama:DescribeApplicationInstance, 
panorama:DescribeApplicationInstanceDetails, 
panorama:DescribePackage, 
panorama:DescribePackageVersion, 
panorama:ListApplicationInstances, 
panorama:ListPackages, 
quicksight:ListDataSources, 
ram:ListResourceSharePermissions, 
rds:DescribeDBProxies, 
rds:DescribeGlobalClusters, 
rekognition:ListStreamProcessors, 
resource-
groups:GetGroup, resource-
groups:GetGroupConfiguration, 
resource-groups:GetGroupQuery, 
resource-
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変更 説明 日付
groups:GetTags, resource-
groups:ListGroupResources, 
resource-groups:ListGroups, 
robomaker:ListRobotApplications, 
robomaker:ListSimulationApplications, 
route53resolver:GetResolverDnssecConfig, 
route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, 
s3:ListStorageLensConfigurations, 
schemas:GetResourcePolicy, 
servicediscovery:ListInstances, 
sts:GetCallerIdentity, 
synthetics:GetGroup, 
synthetics:ListAssociatedGroups, 
synthetics:ListGroupResources, 
and synthetics:ListGroups
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AWS マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: acm-
pca:GetCertificateAuthorityCsr, 
acm-
pca:ListCertificateAuthorities, 
acm-pca:ListTags, 
airflow:GetEnvironment, 
airflow:ListEnvironments, 
amplifyuibuilder:ListThemes, 
appconfig:ListConfigurationProfiles, 
appconfig:ListDeployments, 
appconfig:ListDeploymentStrategies, 
appconfig:ListEnvironments, 
appconfig:ListHostedConfigurationVersions, 
cassandra:Select, 
cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, 
cloudwatch:GetDashboard, 
cloudwatch:ListDashboards, 
connect:DescribePhoneNumber, 
connect:ListPhoneNumbers, 
connect:ListPhoneNumbersV2, 
connect:SearchAvailablePhoneNumbers, 
databrew:DescribeDataset, 
databrew:DescribeJob, 
databrew:DescribeProject, 
databrew:DescribeRecipe, 
databrew:DescribeRuleset, 
databrew:DescribeSchedule, 
databrew:ListDatasets, 
databrew:ListJobs, 
databrew:ListProjects, 
databrew:ListRecipes, 
databrew:ListRecipeVersions, 
databrew:ListRulesets, 
databrew:ListSchedules, 
ec2:DescribeRouteTables, 
eks:DescribeAddon, 
eks:DescribeIdentityProviderConfig, 
eks:ListAddons, 
eks:ListIdentityProviderConfigs, 
events:DescribeConnection, 
events:ListApiDestinations, 
events:ListConnections, 
fis:GetExperimentTemplate, 
fis:ListExperimentTemplates, 
frauddetector:GetRules, 
fsx:DescribeBackups, 
fsx:DescribeSnapshots, 
fsx:DescribeStorageVirtualMachines, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, 
geo:ListGeofenceCollections, 
geo:ListPlaceIndexes, 
geo:ListRouteCalculators, 
geo:ListTrackers, 

このポリシーでは、現在 Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow、AWS Amplify、AWS 
AppConfig、Amazon 
Keyspaces、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
Connect、AWS Glue 
DataBrew、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS)、Amazon 
EventBridge、AWS Fault 
Injection Simulator、Amazon 
Fraud Detector、Amazon 
FSx、Amazon 
GameLift、Amazon Location 
Service、AWS IoT、Amazon 
Lex、Amazon Lightsail、Amazon 
Pinpoint、AWS 
OpsWorks、AWS 
Panorama、AWS Resource 
Access Manager、Amazon 
QuickSight、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS)、Amazon 
Rekognition、AWS 
RoboMaker、AWS Resource 
Groups、Amazon Route 
53、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)、AWS 
Cloud Map、AWS Security 
Token Service に AWS 
Certificate Manager の追加の権
限をサポートしています。

2022 年 10 月 19 日
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iot:DescribeAccountAuditConfiguration, 
iot:DescribeAuthorizer, 
iot:DescribeDomainConfiguration, 
iot:DescribeMitigationAction, 
iot:ListAuthorizers, 
iot:ListDomainConfigurations, 
iot:ListMitigationActions, 
iotsitewise:DescribeAssetModel, 
iotsitewise:DescribeDashboard, 
iotsitewise:DescribeGateway, 
iotsitewise:DescribePortal, 
iotsitewise:DescribeProject, 
iotsitewise:ListAssetModels, 
iotsitewise:ListDashboards, 
iotsitewise:ListGateways, 
iotsitewise:ListPortals, 
iotsitewise:ListProjectAssets, 
iotsitewise:ListProjects, 
iotsitewise:ListTagsForResource, 
iotwireless:GetServiceProfile, 
iotwireless:GetWirelessDevice, 
iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition, 
iotwireless:ListServiceProfiles, 
iotwireless:ListTagsForResource, 
iotwireless:ListWirelessDevices, 
iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions, 
lex:DescribeBotVersion, 
lex:ListBotVersions, 
lightsail:GetContainerServices, 
lightsail:GetDistributions, 
lightsail:GetRelationalDatabase, 
lightsail:GetRelationalDatabaseParameters, 
mobiletargeting:GetApps, 
mobiletargeting:GetCampaign, 
mobiletargeting:GetSegment, 
mobiletargeting:GetSegments, 
opsworks:DescribeInstances, 
opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling, 
opsworks:DescribeVolumes, 
panorama:DescribeApplicationInstance, 
panorama:DescribeApplicationInstanceDetails, 
panorama:DescribePackage, 
panorama:DescribePackageVersion, 
panorama:ListApplicationInstances, 
panorama:ListPackages, 
quicksight:ListDataSources, 
ram:ListResourceSharePermissions, 
rds:DescribeDBProxies, 
rds:DescribeGlobalClusters, 
rekognition:ListStreamProcessors, 
resource-
groups:GetGroup, resource-
groups:GetGroupConfiguration, 
resource-groups:GetGroupQuery, 
resource-
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変更 説明 日付
groups:GetTags, resource-
groups:ListGroupResources, 
resource-groups:ListGroups, 
robomaker:ListRobotApplications, 
robomaker:ListSimulationApplications, 
route53resolver:GetResolverDnssecConfig, 
route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, 
s3:ListStorageLensConfigurations, 
schemas:GetResourcePolicy, 
servicediscovery:ListInstances, 
sts:GetCallerIdentity, 
synthetics:GetGroup, 
synthetics:ListAssociatedGroups, 
synthetics:ListGroupResources, 
and synthetics:ListGroups

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: Glue::GetTable

このポリシーでは、指定された
テーブルのデータカタログ内に
ある AWS Glue Table 定義を取
得する権限を付与するようにな
りました。

2022 年 9 月 14 日

AWS_ConfigRole (p. 8103) – 追
加 Glue::GetTable

このポリシーでは、指定された
テーブルのデータカタログ内に
ある AWS Glue Table 定義を取
得する権限を付与するようにな
りました。

2022 年 9 月 14 日
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AWS マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
appconfig:ListApplications, 
appflow:DescribeConnectorProfiles, 
appsync:GetApiCache, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlanResources, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlans, 
autoscaling-
plans:GetScalingPlanResourceForecastData, 
autoscaling:DescribeWarmPool, 
backup:DescribeFramework, 
backup:DescribeReportPlan, 
backup:ListFrameworks, 
backup:ListReportPlans, 
budgets:DescribeBudgetAction, 
budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, 
budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, 
budgets:ViewBudget, 
ce:GetAnomalyMonitors, 
ce:GetAnomalySubscriptions, 
cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, 
cloud9:DescribeEnvironments, 
cloud9:ListEnvironments, 
cloud9:ListTagsForResource, 
cloudwatch:GetMetricStream, 
cloudwatch:ListMetricStreams, 
datasync:DescribeLocationFsxWindows, 
devops-
guru:GetResourceCollection, 
ds:DescribeDirectories, 
ec2:DescribeTrafficMirrorFilters, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, 
elasticmapreduce:DescribeStudio, 
elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, 
elasticmapreduce:ListStudios, 
elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, 
events:DescribeEndpoint, 
events:DescribeEventBus, 
events:DescribeRule, 
events:ListArchives, 
events:ListEndpoints, 
events:ListEventBuses, 
events:ListRules, 
events:ListTagsForResource, 
events:ListTargetsByRule, 
finspace:GetEnvironment, 
finspace:ListEnvironments, 
frauddetector:GetDetectors, 
frauddetector:GetDetectorVersion, 
frauddetector:GetEntityTypes, 
frauddetector:GetEventTypes, 

このポリシーでは、Amazon 
AppFlow、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
CloudWatch 
RUM、Amazon CloudWatch 
Synthetics、Amazon Connect 
Customer Profiles、Amazon 
Connect Voice ID、Amazon 
DevOps Guru、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
EC2 Auto Scaling、Amazon 
EMR、Amazon 
EventBridge、Amazon 
EventBridge Schemas、Amazon 
FinSpace、Amazon 
Fraud Detector、Amazon 
GameLift、Amazon Interactive 
Video Service (Amazon 
IVS)、Amazon Kinesis 
Data Analytics、EC2 Image 
Builder、Amazon Lex、Amazon 
Lightsail、Amazon Location 
Service, Amazon Lookout 
for Equipment、Amazon 
Lookout for Metrics、Amazon 
Lookout for Vision、Amazon 
Managed Blockchain、Amazon 
MQ、Amazon Nimble 
StudioAmazon 
Pinpoint、Amazon 
QuickSight、Amazon Route 
53 Application Recovery 
Controller、Amazon 
Route 53 Resolver、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3)、Amazon 
SimpleDB、Amazon 
Simple Email Service 
(Amazon SES)、Amazon 
Timestream、AWS 
AppConfig、AWS 
AppSync、AWS Auto 
Scaling、AWS Backup、AWS 
Budgets、AWS Cost 
Explorer、AWS Cloud9、AWS 
Directory Service、AWS 
DataSync、AWS Elemental 
MediaPackage、AWS 
Glue、AWS IoT、AWS 
IoT Analytics、AWS 
IoT Events、AWS IoT 
SiteWise、AWS IoT 
TwinMaker、AWS Lake 
Formation、AWS License 

2022 年 9 月 7 日
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frauddetector:GetExternalModels, 
frauddetector:GetLabels, 
frauddetector:GetModels, 
frauddetector:GetOutcomes, 
frauddetector:GetVariables, 
frauddetector:ListTagsForResource, 
gamelift:DescribeAlias, 
gamelift:DescribeBuild, 
gamelift:DescribeFleetAttributes, 
gamelift:DescribeFleetCapacity, 
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes, 
gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, 
gamelift:DescribeFleetPortSettings, 
gamelift:DescribeGameServerGroup, 
gamelift:DescribeGameSessionQueues, 
gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, 
gamelift:DescribeScript, 
gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, 
gamelift:ListAliases, 
gamelift:ListBuilds, 
gamelift:ListFleets, 
gamelift:ListGameServerGroups, 
gamelift:ListScripts, 
gamelift:ListTagsForResource, 
geo:ListMaps, glue:GetClassifier, 
glue:GetClassifiers, 
imagebuilder:GetContainerRecipe, 
imagebuilder:GetImage, 
imagebuilder:GetImagePipeline, 
imagebuilder:GetImageRecipe, 
imagebuilder:ListContainerRecipes, 
imagebuilder:ListImageBuildVersions, 
imagebuilder:ListImagePipelines, 
imagebuilder:ListImageRecipes, 
imagebuilder:ListImages, 
iot:DescribeCertificate, 
iot:DescribeDimension, 
iot:DescribeRoleAlias, 
iot:DescribeSecurityProfile, 
iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, 
iot:GetTopicRuleDestination, 
iot:ListCertificates, 
iot:ListDimensions, 
iot:ListPolicies, 
iot:ListRoleAliases, 
iot:ListSecurityProfiles, 
iot:ListSecurityProfilesForTarget, 
iot:ListTagsForResource, 
iot:ListTargetsForSecurityProfile, 
iot:ListTopicRuleDestinations, 
iot:ListTopicRules, 
iot:ListV2LoggingLevels, 
iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, 

Manager、AWS Resilience 
Hub、AWS Signer、および AWS 
Transfer Family に対する追加の
アクセス許可をサポートするよ
うになりました。
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iotanalytics:DescribeChannel, 
iotanalytics:DescribeDataset, 
iotanalytics:DescribeDatastore, 
iotanalytics:DescribePipeline, 
iotanalytics:ListChannels, 
iotanalytics:ListDatasets, 
iotanalytics:ListDatastores, 
iotanalytics:ListPipelines, 
iotanalytics:ListTagsForResource, 
iotevents:DescribeAlarmModel, 
iotevents:DescribeDetectorModel, 
iotevents:DescribeInput, 
iotevents:ListAlarmModels, 
iotevents:ListDetectorModels, 
iotevents:ListInputs, 
iotevents:ListTagsForResource, 
iotsitewise:DescribeAccessPolicy, 
iotsitewise:DescribeAsset, 
iotsitewise:ListAccessPolicies, 
iotsitewise:ListAssets, 
iottwinmaker:GetEntity, 
iottwinmaker:GetScene, 
iottwinmaker:GetWorkspace, 
iottwinmaker:ListEntities, 
iottwinmaker:ListScenes, 
iottwinmaker:ListTagsForResource, 
iottwinmaker:ListWorkspaces, 
ivs:GetPlaybackKeyPair, 
ivs:GetRecordingConfiguration, 
ivs:GetStreamKey, 
ivs:ListChannels, 
ivs:ListPlaybackKeyPairs, 
ivs:ListRecordingConfigurations, 
ivs:ListStreamKeys, 
ivs:ListTagsForResource, 
kinesisanalytics:ListApplications, 
lakeformation:DescribeResource, 
lakeformation:GetDataLakeSettings, 
lakeformation:ListPermissions, 
lakeformation:ListResources, 
lex:DescribeBot, 
lex:DescribeBotAlias, 
lex:DescribeResourcePolicy, 
lex:ListBotAliases, 
lex:ListBotLocales, lex:ListBots, 
lex:ListTagsForResource, 
license-
manager:GetGrant, license-
manager:GetLicense, license-
manager:ListDistributedGrants, 
license-
manager:ListLicenses, license-
manager:ListReceivedGrants, 
lightsail:GetAlarms, 
lightsail:GetBuckets, 
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lightsail:GetCertificates, 
lightsail:GetDisk, 
lightsail:GetDisks, 
lightsail:GetInstance, 
lightsail:GetInstances, 
lightsail:GetKeyPair, 
lightsail:GetLoadBalancer, 
lightsail:GetLoadBalancers, 
lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, 
lightsail:GetStaticIp, 
lightsail:GetStaticIps, 
lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, 
lookoutequipment:ListTagsForResource, 
lookoutmetrics:DescribeAlert, 
lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, 
lookoutmetrics:ListAlerts, 
lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, 
lookoutmetrics:ListMetricSets, 
lookoutmetrics:ListTagsForResource, 
lookoutvision:DescribeProject, 
lookoutvision:ListProjects, 
managedblockchain:GetMember, 
managedblockchain:GetNetwork, 
managedblockchain:GetNode, 
managedblockchain:ListInvitations, 
managedblockchain:ListMembers, 
managedblockchain:ListNodes, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingGroup, 
mediapackage-
vod:ListPackagingGroups, 
mediapackage-
vod:ListTagsForResource, 
mobiletargeting:GetInAppTemplate, 
mobiletargeting:ListTemplates, 
mq:DescribeBroker, 
mq:ListBrokers, 
nimble:GetLaunchProfile, 
nimble:GetLaunchProfileDetails, 
nimble:GetStreamingImage, 
nimble:GetStudio, 
nimble:GetStudioComponent, 
nimble:ListLaunchProfiles, 
nimble:ListStreamingImages, 
nimble:ListStudioComponents, 
nimble:ListStudios, 
profile:GetDomain, 
profile:GetIntegration, 
profile:GetProfileObjectType, 
profile:ListDomains, 
profile:ListIntegrations, 
profile:ListProfileObjectTypes, 
profile:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeAnalysis, 
quicksight:DescribeAnalysisPermissions, 
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quicksight:DescribeDataSet, 
quicksight:DescribeDataSetPermissions, 
quicksight:DescribeTheme, 
quicksight:DescribeThemePermissions, 
quicksight:ListAnalyses, 
quicksight:ListDataSets, 
quicksight:ListThemes, 
resiliencehub:DescribeApp, 
resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, 
resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, 
resiliencehub:ListApps, 
resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings, 
resiliencehub:ListResiliencyPolicies, 
route53-recovery-
readiness:GetCell, 
route53-recovery-
readiness:GetReadinessCheck, 
route53-recovery-
readiness:GetRecoveryGroup, 
route53-recovery-
readiness:GetResourceSet, 
route53-recovery-
readiness:ListCells, 
route53-recovery-
readiness:ListReadinessChecks, 
route53-recovery-
readiness:ListRecoveryGroups, 
route53-recovery-
readiness:ListResourceSets, 
route53resolver:GetFirewallDomainList, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroup, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, 
route53resolver:ListFirewallDomainLists, 
route53resolver:ListFirewallDomains, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroups, 
route53resolver:ListFirewallRules, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, 
rum:GetAppMonitor, 
rum:GetAppMonitorData, 
rum:ListAppMonitors, 
rum:ListTagsForResource, s3-
outposts:GetAccessPoint, s3-
outposts:GetAccessPointPolicy, 
s3-outposts:GetBucket, s3-
outposts:GetBucketPolicy, s3-
outposts:GetBucketTagging, s3-
outposts:GetLifecycleConfiguration, 
s3-outposts:ListAccessPoints, 
s3-outposts:ListEndpoints, s3-
outposts:ListRegionalBuckets, 
schemas:DescribeDiscoverer, 
schemas:DescribeRegistry, 
schemas:DescribeSchema, 
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schemas:ListDiscoverers, 
schemas:ListRegistries, 
schemas:ListSchemas, 
sdb:GetAttributes, 
sdb:ListDomains, 
ses:ListEmailTemplates, 
ses:ListReceiptFilters, 
ses:ListReceiptRuleSets, 
ses:ListTemplates, 
signer:GetSigningProfile, 
signer:ListProfilePermissions, 
signer:ListSigningProfiles, 
synthetics:DescribeCanaries, 
synthetics:DescribeCanariesLastRun, 
synthetics:DescribeRuntimeVersions, 
synthetics:GetCanary, 
synthetics:GetCanaryRuns, 
synthetics:ListTagsForResource, 
timestream:DescribeDatabase, 
timestream:DescribeTable, 
timestream:ListDatabases, 
timestream:ListTables, 
timestream:ListTagsForResource, 
transfer:DescribeServer, 
transfer:DescribeUser, 
transfer:DescribeWorkflow, 
transfer:ListServers, 
transfer:ListUsers, 
transfer:ListWorkflows, 
voiceid:DescribeDomain, and 
voiceid:ListTagsForResource
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AWS_ConfigRole (p. 8103) – 追
加: appconfig:ListApplications, 
appflow:DescribeConnectorProfiles, 
appsync:GetApiCache, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlanResources, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlans, 
autoscaling-
plans:GetScalingPlanResourceForecastData, 
autoscaling:DescribeWarmPool, 
backup:DescribeFramework, 
backup:DescribeReportPlan, 
backup:ListFrameworks, 
backup:ListReportPlans, 
budgets:DescribeBudgetAction, 
budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, 
budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, 
budgets:ViewBudget, 
ce:GetAnomalyMonitors, 
ce:GetAnomalySubscriptions, 
cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, 
cloud9:DescribeEnvironments, 
cloud9:ListEnvironments, 
cloud9:ListTagsForResource, 
cloudwatch:GetMetricStream, 
cloudwatch:ListMetricStreams, 
datasync:DescribeLocationFsxWindows, 
devops-
guru:GetResourceCollection, 
ds:DescribeDirectories, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, 
elasticmapreduce:DescribeStudio, 
elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, 
elasticmapreduce:ListStudios, 
elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, 
events:DescribeEndpoint, 
events:DescribeEventBus, 
events:DescribeRule, 
events:ListArchives, 
events:ListEndpoints, 
events:ListEventBuses, 
events:ListRules, 
events:ListTagsForResource, 
events:ListTargetsByRule, 
finspace:GetEnvironment, 
finspace:ListEnvironments, 
frauddetector:GetDetectors, 
frauddetector:GetDetectorVersion, 
frauddetector:GetEntityTypes, 
frauddetector:GetEventTypes, 
frauddetector:GetExternalModels, 
frauddetector:GetLabels, 

このポリシーでは、Amazon 
AppFlow、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
CloudWatch 
RUM、Amazon CloudWatch 
Synthetics、Amazon Connect 
Customer Profiles、Amazon 
Connect Voice ID、Amazon 
DevOps Guru、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
EC2 Auto Scaling、Amazon 
EMR、Amazon 
EventBridge、Amazon 
EventBridge Schemas、Amazon 
FinSpace、Amazon 
Fraud Detector、Amazon 
GameLift、Amazon Interactive 
Video Service (Amazon 
IVS)、Amazon Kinesis 
Data Analytics、EC2 Image 
Builder、Amazon Lex、Amazon 
Lightsail、Amazon Location 
Service、Amazon Lookout 
for Equipment、Amazon 
Lookout for Metrics、Amazon 
Lookout for Vision、Amazon 
Managed Blockchain、Amazon 
MQ、Amazon Nimble 
StudioAmazon 
Pinpoint、Amazon 
QuickSight、Amazon Route 
53 Application Recovery 
Controller、Amazon 
Route 53 Resolver、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3)、Amazon 
SimpleDB、Amazon 
Simple Email Service 
(Amazon SES)、Amazon 
Timestream、AWS 
AppConfig、AWS 
AppSync、AWS Auto 
Scaling、AWS Backup、AWS 
Budgets、AWS Cost 
Explorer、AWS Cloud9、AWS 
Directory Service、AWS 
DataSync、AWS Elemental 
MediaPackage、AWS 
Glue、AWS IoT、AWS 
IoT Analytics、AWS 
IoT Events、AWS IoT 
SiteWise、AWS IoT 
TwinMaker、AWS Lake 
Formation、AWS License 

2022 年 9 月 7 日
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frauddetector:GetModels, 
frauddetector:GetOutcomes, 
frauddetector:GetVariables, 
frauddetector:ListTagsForResource, 
gamelift:DescribeAlias, 
gamelift:DescribeBuild, 
gamelift:DescribeFleetAttributes, 
gamelift:DescribeFleetCapacity, 
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes, 
gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, 
gamelift:DescribeFleetPortSettings, 
gamelift:DescribeGameServerGroup, 
gamelift:DescribeGameSessionQueues, 
gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, 
gamelift:DescribeScript, 
gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, 
gamelift:ListAliases, 
gamelift:ListBuilds, 
gamelift:ListFleets, 
gamelift:ListGameServerGroups, 
gamelift:ListScripts, 
gamelift:ListTagsForResource, 
geo:ListMaps, glue:GetClassifier, 
glue:GetClassifiers, 
imagebuilder:GetContainerRecipe, 
imagebuilder:GetImage, 
imagebuilder:GetImagePipeline, 
imagebuilder:GetImageRecipe, 
imagebuilder:ListContainerRecipes, 
imagebuilder:ListImageBuildVersions, 
imagebuilder:ListImagePipelines, 
imagebuilder:ListImageRecipes, 
imagebuilder:ListImages, 
iot:DescribeCertificate, 
iot:DescribeDimension, 
iot:DescribeRoleAlias, 
iot:DescribeSecurityProfile, 
iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, 
iot:GetTopicRuleDestination, 
iot:ListCertificates, 
iot:ListDimensions, 
iot:ListPolicies, 
iot:ListRoleAliases, 
iot:ListSecurityProfiles, 
iot:ListSecurityProfilesForTarget, 
iot:ListTagsForResource, 
iot:ListTargetsForSecurityProfile, 
iot:ListTopicRuleDestinations, 
iot:ListTopicRules, 
iot:ListV2LoggingLevels, 
iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, 
iotanalytics:DescribeChannel, 
iotanalytics:DescribeDataset, 

Manager、AWS Resilience 
Hub、AWS Signer、および AWS 
Transfer Family に対する追加の
アクセス許可をサポートするよ
うになりました。
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iotanalytics:DescribeDatastore, 
iotanalytics:DescribePipeline, 
iotanalytics:ListChannels, 
iotanalytics:ListDatasets, 
iotanalytics:ListDatastores, 
iotanalytics:ListPipelines, 
iotanalytics:ListTagsForResource, 
iotevents:DescribeAlarmModel, 
iotevents:DescribeDetectorModel, 
iotevents:DescribeInput, 
iotevents:ListAlarmModels, 
iotevents:ListDetectorModels, 
iotevents:ListInputs, 
iotevents:ListTagsForResource, 
iotsitewise:DescribeAccessPolicy, 
iotsitewise:DescribeAsset, 
iotsitewise:ListAccessPolicies, 
iotsitewise:ListAssets, 
iottwinmaker:GetEntity, 
iottwinmaker:GetScene, 
iottwinmaker:GetWorkspace, 
iottwinmaker:ListEntities, 
iottwinmaker:ListScenes, 
iottwinmaker:ListTagsForResource, 
iottwinmaker:ListWorkspaces, 
ivs:GetPlaybackKeyPair, 
ivs:GetRecordingConfiguration, 
ivs:GetStreamKey, 
ivs:ListChannels, 
ivs:ListPlaybackKeyPairs, 
ivs:ListRecordingConfigurations, 
ivs:ListStreamKeys, 
ivs:ListTagsForResource, 
kinesisanalytics:ListApplications, 
lakeformation:DescribeResource, 
lakeformation:GetDataLakeSettings, 
lakeformation:ListPermissions, 
lakeformation:ListResources, 
lex:DescribeBot, 
lex:DescribeBotAlias, 
lex:DescribeResourcePolicy, 
lex:ListBotAliases, 
lex:ListBotLocales, lex:ListBots, 
lex:ListTagsForResource, 
license-
manager:GetGrant, license-
manager:GetLicense, license-
manager:ListDistributedGrants, 
license-
manager:ListLicenses, license-
manager:ListReceivedGrants, 
lightsail:GetAlarms, 
lightsail:GetBuckets, 
lightsail:GetCertificates, 
lightsail:GetDisk, 
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lightsail:GetDisks, 
lightsail:GetInstance, 
lightsail:GetInstances, 
lightsail:GetKeyPair, 
lightsail:GetLoadBalancer, 
lightsail:GetLoadBalancers, 
lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, 
lightsail:GetStaticIp, 
lightsail:GetStaticIps, 
lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, 
lookoutequipment:ListTagsForResource, 
lookoutmetrics:DescribeAlert, 
lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, 
lookoutmetrics:ListAlerts, 
lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, 
lookoutmetrics:ListMetricSets, 
lookoutmetrics:ListTagsForResource, 
lookoutvision:DescribeProject, 
lookoutvision:ListProjects, 
managedblockchain:GetMember, 
managedblockchain:GetNetwork, 
managedblockchain:GetNode, 
managedblockchain:ListInvitations, 
managedblockchain:ListMembers, 
managedblockchain:ListNodes, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingGroup, 
mediapackage-
vod:ListPackagingGroups, 
mediapackage-
vod:ListTagsForResource, 
mobiletargeting:GetInAppTemplate, 
mobiletargeting:ListTemplates, 
mq:DescribeBroker, 
mq:ListBrokers, 
nimble:GetLaunchProfile, 
nimble:GetLaunchProfileDetails, 
nimble:GetStreamingImage, 
nimble:GetStudio, 
nimble:GetStudioComponent, 
nimble:ListLaunchProfiles, 
nimble:ListStreamingImages, 
nimble:ListStudioComponents, 
nimble:ListStudios, 
profile:GetDomain, 
profile:GetIntegration, 
profile:GetProfileObjectType, 
profile:ListDomains, 
profile:ListIntegrations, 
profile:ListProfileObjectTypes, 
profile:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeAnalysis, 
quicksight:DescribeAnalysisPermissions, 
quicksight:DescribeDataSet, 
quicksight:DescribeDataSetPermissions, 
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quicksight:DescribeTheme, 
quicksight:DescribeThemePermissions, 
quicksight:ListAnalyses, 
quicksight:ListDataSets, 
quicksight:ListThemes, 
resiliencehub:DescribeApp, 
resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, 
resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, 
resiliencehub:ListApps, 
resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings, 
resiliencehub:ListResiliencyPolicies, 
route53-recovery-
readiness:GetCell, 
route53-recovery-
readiness:GetReadinessCheck, 
route53-recovery-
readiness:GetRecoveryGroup, 
route53-recovery-
readiness:GetResourceSet, 
route53-recovery-
readiness:ListCells, 
route53-recovery-
readiness:ListReadinessChecks, 
route53-recovery-
readiness:ListRecoveryGroups, 
route53-recovery-
readiness:ListResourceSets, 
route53resolver:GetFirewallDomainList, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroup, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, 
route53resolver:ListFirewallDomainLists, 
route53resolver:ListFirewallDomains, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroups, 
route53resolver:ListFirewallRules, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, 
rum:GetAppMonitor, 
rum:GetAppMonitorData, 
rum:ListAppMonitors, 
rum:ListTagsForResource, s3-
outposts:GetAccessPoint, s3-
outposts:GetAccessPointPolicy, 
s3-outposts:GetBucket, s3-
outposts:GetBucketPolicy, s3-
outposts:GetBucketTagging, s3-
outposts:GetLifecycleConfiguration, 
s3-outposts:ListAccessPoints, 
s3-outposts:ListEndpoints, s3-
outposts:ListRegionalBuckets, 
schemas:DescribeDiscoverer, 
schemas:DescribeRegistry, 
schemas:DescribeSchema, 
schemas:ListDiscoverers, 
schemas:ListRegistries, 
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schemas:ListSchemas, 
sdb:GetAttributes, 
sdb:ListDomains, 
ses:ListEmailTemplates, 
ses:ListReceiptFilters, 
ses:ListReceiptRuleSets, 
ses:ListTemplates, 
signer:GetSigningProfile, 
signer:ListProfilePermissions, 
signer:ListSigningProfiles, 
synthetics:DescribeCanaries, 
synthetics:DescribeCanariesLastRun, 
synthetics:DescribeRuntimeVersions, 
synthetics:GetCanary, 
synthetics:GetCanaryRuns, 
synthetics:ListTagsForResource, 
timestream:DescribeDatabase, 
timestream:DescribeTable, 
timestream:ListDatabases, 
timestream:ListTables, 
timestream:ListTagsForResource, 
transfer:DescribeServer, 
transfer:DescribeUser, 
transfer:DescribeWorkflow, 
transfer:ListServers, 
transfer:ListUsers, 
transfer:ListWorkflows, 
voiceid:DescribeDomain, and 
voiceid:ListTagsForResource
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
airflow:ListTagsForResource, 
iot:ListCustomMetrics, 
iot:DescribeCustomMetric, 
appstream:DescribeDirectoryConfigs, 
appstream:ListTagsForResource, 
codeguru-
reviewer:DescribeRepositoryAssociation, 
codeguru-
reviewer:ListRepositoryAssociations, 
healthlake:ListFHIRDatastores, 
healthlake:DescribeFHIRDatastore, 
healthlake:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:DescribeStream, 
kinesisvideo:ListStreams, 
kinesisvideo:ListTagsForStream, 
kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, 
kinesisvideo:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:ListSignalingChannels, 
route53-recovery-control-
config:DescribeCluster, 
route53-recovery-control-
config:DescribeRoutingControl, 
route53-recovery-control-
config:DescribeSafetyRule, 
route53-recovery-control-
config:ListClusters, 
route53-recovery-control-
config:ListRoutingControls, 
route53-recovery-control-
config:ListSafetyRules, 
devicefarm:GetTestGridProject, 
devicefarm:ListTestGridProjects, 
ec2:DescribeCapacityReservationFleets, 
ec2:DescribeIpamPools, 
ec2:DescribeIpams, 
ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, 
mobiletargeting:GetApplicationSettings, 
mobiletargeting:ListTagsForResource, 
ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, 
iam:ListServerCertificates, 
guardduty:ListPublishingDestinations, 
guardduty:DescribePublishingDestination, 
logs:GetLogDelivery, and 
logs:ListLogDeliveries

このポリシーでは、Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow、AWS IoT、Amazon 
AppStream 2.0、Amazon 
CodeGuru Reviewer、Amazon 
HealthLake、Amazon Kinesis 
Video Streams、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、AWS Device 
Farm、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)、Amazon 
PinPoint、Amazon 
Pinpoint、AWS Identity 
and Access Management 
(IAM)、Amazon GuardDuty、お
よび Amazon CloudWatch Logs 
に対する追加のアクセス許可
をサポートするようになりまし
た。

2023 年 2 月 1 日
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AWS_ConfigRole (p. 8103) – 追
加: airflow:ListTagsForResource, 
iot:ListCustomMetrics, 
iot:DescribeCustomMetric, 
appstream:DescribeDirectoryConfigs, 
appstream:ListTagsForResource, 
codeguru-
reviewer:DescribeRepositoryAssociation, 
codeguru-
reviewer:ListRepositoryAssociations, 
healthlake:ListFHIRDatastores, 
healthlake:DescribeFHIRDatastore, 
healthlake:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:DescribeStream, 
kinesisvideo:ListStreams, 
kinesisvideo:ListTagsForStream, 
kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, 
kinesisvideo:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:ListSignalingChannels, 
route53-recovery-control-
config:DescribeCluster, 
route53-recovery-control-
config:DescribeRoutingControl, 
route53-recovery-control-
config:DescribeSafetyRule, 
route53-recovery-control-
config:ListClusters, 
route53-recovery-control-
config:ListRoutingControls, 
route53-recovery-control-
config:ListSafetyRules, 
devicefarm:GetTestGridProject, 
devicefarm:ListTestGridProjects, 
ec2:DescribeCapacityReservationFleets, 
ec2:DescribeIpamPools, 
ec2:DescribeIpams, 
ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, 
mobiletargeting:GetApplicationSettings, 
mobiletargeting:ListTagsForResource, 
ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, 
iam:ListServerCertificates, 
guardduty:ListPublishingDestinations, 
guardduty:DescribePublishingDestination, 
logs:GetLogDelivery, and 
logs:ListLogDeliveries

このポリシーでは、Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow、AWS IoT、Amazon 
AppStream 2.0、Amazon 
CodeGuru Reviewer、Amazon 
HealthLake、Amazon Kinesis 
Video Streams、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、AWS Device 
Farm、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)、Amazon 
PinPoint、Amazon 
Pinpoint、AWS Identity 
and Access Management 
(IAM)、Amazon GuardDuty、お
よび Amazon CloudWatch Logs 
に対する追加のアクセス許可
をサポートするようになりまし
た。

2023 年 2 月 1 日

ConfigConformsServiceRolePolicy (p. 8103)
– 更新: 
config:DescribeConfigRules

セキュリティのベストプラク
ティスとして、このポリシー
は、config:DescribeConfigRules
に対する広範なリソースレベル
のアクセス許可を削除するよう
になりました。

2023 年 1 月 12 日
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
APS:DescribeRuleGroupsNamespace, 
APS:DescribeWorkspace, 
APS:ListWorkspaces, 
auditmanager:GetAssessment, 
auditmanager:ListAssessments, 
devicefarm:GetNetworkProfile, 
AWS Transfer Family 
devicefarm:GetProject, 
devicefarm:ListNetworkProfiles, 
devicefarm:ListTagsForResource, 
dms:DescribeEndpoints, 
ds:ListTagsForResource, 
ec2:DescribeTags, 
ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetIpamPoolAllocations, 
ec2:GetIpamPoolCidrs, 
glue:GetMLTransform, 
glue:GetMLTransforms, 
glue:ListMLTransforms, 
iot:DescribeScheduledAudit, 
iot:ListScheduledAudits, 
ivs:GetChannel, 
lightsail:GetRelationalDatabases, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingConfiguration, 
mediapackage-
vod:ListPackagingConfigurations, 
networkmanager:DescribeGlobalNetworks, 
networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations, 
networkmanager:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDashboard, 
quicksight:DescribeDashboardPermissions, 
quicksight:DescribeTemplate, 
quicksight:DescribeTemplatePermissions, 
quicksight:ListDashboards, 
quicksight:ListTemplates, 
ram:ListResources, 
route53-recovery-control-
config:DescribeControlPanel, 
route53-recovery-control-
config:ListControlPanels, 
route53-recovery-control-
config:ListTagsForResource, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, 
s3:GetAccessPointForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, 
s3:GetMultiRegionAccessPoint, 
s3:ListAccessPointsForObjectLambda, 
s3:ListMultiRegionAccessPoints, 
timestream:DescribeEndpoints, 

このポリシーでは、Amazon 
Managed Service for 
Prometheus、AWS Audit 
Manager、AWS Device 
Farm、AWS Database Migration 
Service (AWS DMS)、AWS 
Directory Service、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)、AWS Glue、AWS 
IoT、Amazon Lightsail、AWS 
Elemental MediaPackage、AWS 
Network Manager、Amazon 
QuickSight、AWS Resource 
Access Manager、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3)、
および Amazon Timestream に
対する追加のアクセス許可をサ
ポートするようになりました。

2022 年 12 月 15 日
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transfer:DescribeConnector, 
transfer:ListConnectors, and 
transfer:ListTagsForResource
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AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: 
APS:DescribeRuleGroupsNamespace, 
APS:DescribeWorkspace, 
APS:ListWorkspaces, 
auditmanager:GetAssessment, 
auditmanager:ListAssessments, 
devicefarm:GetNetworkProfile, 
devicefarm:GetProject, 
devicefarm:ListNetworkProfiles, 
devicefarm:ListTagsForResource, 
dms:DescribeEndpoints, 
ds:ListTagsForResource, 
ec2:DescribeTags, 
ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetIpamPoolAllocations, 
ec2:GetIpamPoolCidrs, 
glue:GetMLTransform, 
glue:GetMLTransforms, 
glue:ListMLTransforms, 
iot:DescribeScheduledAudit, 
iot:ListScheduledAudits, 
ivs:GetChannel, 
lightsail:GetRelationalDatabases, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingConfiguration, 
mediapackage-
vod:ListPackagingConfigurations, 
networkmanager:DescribeGlobalNetworks, 
networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations, 
networkmanager:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDashboard, 
quicksight:DescribeDashboardPermissions, 
quicksight:DescribeTemplate, 
quicksight:DescribeTemplatePermissions, 
quicksight:ListDashboards, 
quicksight:ListTemplates, 
ram:ListResources, 
route53-recovery-control-
config:DescribeControlPanel, 
route53-recovery-control-
config:ListControlPanels, 
route53-recovery-control-
config:ListTagsForResource, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, 
s3:GetAccessPointForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, 
s3:GetMultiRegionAccessPoint, 
s3:ListAccessPointsForObjectLambda, 
s3:ListMultiRegionAccessPoints, 
timestream:DescribeEndpoints, 
transfer:DescribeConnector, 

このポリシーでは、Amazon 
Managed Service for 
Prometheus、AWS Audit 
Manager、AWS Device 
Farm、AWS Database Migration 
Service (AWS DMS)、AWS 
Directory Service、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)、AWS Glue、AWS 
IoT、Amazon Lightsail、AWS 
Elemental MediaPackage、AWS 
Network Manager、Amazon 
QuickSight、AWS Resource 
Access Manager、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3)、
および Amazon Timestream に
対する追加のアクセス許可をサ
ポートするようになりました。

2022 年 12 月 15 日
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transfer:ListConnectors, and 
transfer:ListTagsForResource

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
cloudformation:ListStackResources 
and cloudformation:ListStacks

このポリシーでは、指定された 
AWS CloudFormation スタックの
すべてのリソースに関する説明
と、指定された StackStatusFilter 
に一致するステータスを持つス
タックに関する要約情報を返す
アクセス許可を付与するように
なりました。

2022 年 11 月 7 日

AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: 
cloudformation:ListStackResources 
and cloudformation:ListStacks

このポリシーでは、指定された 
AWS CloudFormation スタックの
すべてのリソースに関する説明
と、指定された StackStatusFilter 
に一致するステータスを持つス
タックに関する要約情報を返す
アクセス許可を付与するように
なりました。

2022 年 11 月 7 日
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: acm-
pca:GetCertificateAuthorityCsr, 
acm-
pca:ListCertificateAuthorities, 
acm-pca:ListTags, 
airflow:GetEnvironment, 
airflow:ListEnvironments, 
amplifyuibuilder:ListThemes, 
appconfig:ListConfigurationProfiles, 
appconfig:ListDeployments, 
appconfig:ListDeploymentStrategies, 
appconfig:ListEnvironments, 
appconfig:ListHostedConfigurationVersions, 
cassandra:Select, 
cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, 
cloudwatch:GetDashboard, 
cloudwatch:ListDashboards, 
connect:DescribePhoneNumber, 
connect:ListPhoneNumbers, 
connect:ListPhoneNumbersV2, 
connect:SearchAvailablePhoneNumbers, 
databrew:DescribeDataset, 
databrew:DescribeJob, 
databrew:DescribeProject, 
databrew:DescribeRecipe, 
databrew:DescribeRuleset, 
databrew:DescribeSchedule, 
databrew:ListDatasets, 
databrew:ListJobs, 
databrew:ListProjects, 
databrew:ListRecipes, 
databrew:ListRecipeVersions, 
databrew:ListRulesets, 
databrew:ListSchedules, 
ec2:DescribeRouteTables, 
eks:DescribeAddon, 
eks:DescribeIdentityProviderConfig, 
eks:ListAddons, 
eks:ListIdentityProviderConfigs, 
events:DescribeConnection, 
events:ListApiDestinations, 
events:ListConnections, 
fis:GetExperimentTemplate, 
fis:ListExperimentTemplates, 
frauddetector:GetRules, 
fsx:DescribeBackups, 
fsx:DescribeSnapshots, 
fsx:DescribeStorageVirtualMachines, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, 
geo:ListGeofenceCollections, 
geo:ListPlaceIndexes, 
geo:ListRouteCalculators, 
geo:ListTrackers, 

このポリシーでは、現在 Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow、AWS Amplify、AWS 
AppConfig、Amazon 
Keyspaces、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
Connect、AWS Glue 
DataBrew、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS)、Amazon 
EventBridge、AWS Fault 
Injection Simulator、Amazon 
Fraud Detector、Amazon 
FSx、Amazon 
GameLift、Amazon Location 
Service、AWS IoT、Amazon 
Lex、Amazon Lightsail、Amazon 
Pinpoint、AWS 
OpsWorks、AWS 
Panorama、AWS Resource 
Access Manager、Amazon 
QuickSight、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS)、Amazon 
Rekognition、AWS 
RoboMaker、AWS Resource 
Groups、Amazon Route 
53、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)、AWS 
Cloud Map、AWS Security 
Token Service に AWS 
Certificate Manager の追加の権
限をサポートしています。

2022 年 10 月 19 日
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変更 説明 日付
iot:DescribeAccountAuditConfiguration, 
iot:DescribeAuthorizer, 
iot:DescribeDomainConfiguration, 
iot:DescribeMitigationAction, 
iot:ListAuthorizers, 
iot:ListDomainConfigurations, 
iot:ListMitigationActions, 
iotsitewise:DescribeAssetModel, 
iotsitewise:DescribeDashboard, 
iotsitewise:DescribeGateway, 
iotsitewise:DescribePortal, 
iotsitewise:DescribeProject, 
iotsitewise:ListAssetModels, 
iotsitewise:ListDashboards, 
iotsitewise:ListGateways, 
iotsitewise:ListPortals, 
iotsitewise:ListProjectAssets, 
iotsitewise:ListProjects, 
iotsitewise:ListTagsForResource, 
iotwireless:GetServiceProfile, 
iotwireless:GetWirelessDevice, 
iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition, 
iotwireless:ListServiceProfiles, 
iotwireless:ListTagsForResource, 
iotwireless:ListWirelessDevices, 
iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions, 
lex:DescribeBotVersion, 
lex:ListBotVersions, 
lightsail:GetContainerServices, 
lightsail:GetDistributions, 
lightsail:GetRelationalDatabase, 
lightsail:GetRelationalDatabaseParameters, 
mobiletargeting:GetApps, 
mobiletargeting:GetCampaign, 
mobiletargeting:GetSegment, 
mobiletargeting:GetSegments, 
opsworks:DescribeInstances, 
opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling, 
opsworks:DescribeVolumes, 
panorama:DescribeApplicationInstance, 
panorama:DescribeApplicationInstanceDetails, 
panorama:DescribePackage, 
panorama:DescribePackageVersion, 
panorama:ListApplicationInstances, 
panorama:ListPackages, 
quicksight:ListDataSources, 
ram:ListResourceSharePermissions, 
rds:DescribeDBProxies, 
rds:DescribeGlobalClusters, 
rekognition:ListStreamProcessors, 
resource-
groups:GetGroup, resource-
groups:GetGroupConfiguration, 
resource-groups:GetGroupQuery, 
resource-
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変更 説明 日付
groups:GetTags, resource-
groups:ListGroupResources, 
resource-groups:ListGroups, 
robomaker:ListRobotApplications, 
robomaker:ListSimulationApplications, 
route53resolver:GetResolverDnssecConfig, 
route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, 
s3:ListStorageLensConfigurations, 
schemas:GetResourcePolicy, 
servicediscovery:ListInstances, 
sts:GetCallerIdentity, 
synthetics:GetGroup, 
synthetics:ListAssociatedGroups, 
synthetics:ListGroupResources, 
and synthetics:ListGroups
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AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: acm-
pca:GetCertificateAuthorityCsr, 
acm-
pca:ListCertificateAuthorities, 
acm-pca:ListTags, 
airflow:GetEnvironment, 
airflow:ListEnvironments, 
amplifyuibuilder:ListThemes, 
appconfig:ListConfigurationProfiles, 
appconfig:ListDeployments, 
appconfig:ListDeploymentStrategies, 
appconfig:ListEnvironments, 
appconfig:ListHostedConfigurationVersions, 
cassandra:Select, 
cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, 
cloudwatch:GetDashboard, 
cloudwatch:ListDashboards, 
connect:DescribePhoneNumber, 
connect:ListPhoneNumbers, 
connect:ListPhoneNumbersV2, 
connect:SearchAvailablePhoneNumbers, 
databrew:DescribeDataset, 
databrew:DescribeJob, 
databrew:DescribeProject, 
databrew:DescribeRecipe, 
databrew:DescribeRuleset, 
databrew:DescribeSchedule, 
databrew:ListDatasets, 
databrew:ListJobs, 
databrew:ListProjects, 
databrew:ListRecipes, 
databrew:ListRecipeVersions, 
databrew:ListRulesets, 
databrew:ListSchedules, 
ec2:DescribeRouteTables, 
eks:DescribeAddon, 
eks:DescribeIdentityProviderConfig, 
eks:ListAddons, 
eks:ListIdentityProviderConfigs, 
events:DescribeConnection, 
events:ListApiDestinations, 
events:ListConnections, 
fis:GetExperimentTemplate, 
fis:ListExperimentTemplates, 
frauddetector:GetRules, 
fsx:DescribeBackups, 
fsx:DescribeSnapshots, 
fsx:DescribeStorageVirtualMachines, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, 
geo:ListGeofenceCollections, 
geo:ListPlaceIndexes, 
geo:ListRouteCalculators, 
geo:ListTrackers, 

このポリシーでは、現在 Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow、AWS Amplify、AWS 
AppConfig、Amazon 
Keyspaces、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
Connect、AWS Glue 
DataBrew、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS)、Amazon 
EventBridge、AWS Fault 
Injection Simulator、Amazon 
Fraud Detector、Amazon 
FSx、Amazon 
GameLift、Amazon Location 
Service、AWS IoT、Amazon 
Lex、Amazon Lightsail、Amazon 
Pinpoint、AWS 
OpsWorks、AWS 
Panorama、AWS Resource 
Access Manager、Amazon 
QuickSight、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS)、Amazon 
Rekognition、AWS 
RoboMaker、AWS Resource 
Groups、Amazon Route 
53、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)、AWS 
Cloud Map、AWS Security 
Token Service に AWS 
Certificate Manager の追加の権
限をサポートしています。

2022 年 10 月 19 日
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iot:DescribeAccountAuditConfiguration, 
iot:DescribeAuthorizer, 
iot:DescribeDomainConfiguration, 
iot:DescribeMitigationAction, 
iot:ListAuthorizers, 
iot:ListDomainConfigurations, 
iot:ListMitigationActions, 
iotsitewise:DescribeAssetModel, 
iotsitewise:DescribeDashboard, 
iotsitewise:DescribeGateway, 
iotsitewise:DescribePortal, 
iotsitewise:DescribeProject, 
iotsitewise:ListAssetModels, 
iotsitewise:ListDashboards, 
iotsitewise:ListGateways, 
iotsitewise:ListPortals, 
iotsitewise:ListProjectAssets, 
iotsitewise:ListProjects, 
iotsitewise:ListTagsForResource, 
iotwireless:GetServiceProfile, 
iotwireless:GetWirelessDevice, 
iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition, 
iotwireless:ListServiceProfiles, 
iotwireless:ListTagsForResource, 
iotwireless:ListWirelessDevices, 
iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions, 
lex:DescribeBotVersion, 
lex:ListBotVersions, 
lightsail:GetContainerServices, 
lightsail:GetDistributions, 
lightsail:GetRelationalDatabase, 
lightsail:GetRelationalDatabaseParameters, 
mobiletargeting:GetApps, 
mobiletargeting:GetCampaign, 
mobiletargeting:GetSegment, 
mobiletargeting:GetSegments, 
opsworks:DescribeInstances, 
opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling, 
opsworks:DescribeVolumes, 
panorama:DescribeApplicationInstance, 
panorama:DescribeApplicationInstanceDetails, 
panorama:DescribePackage, 
panorama:DescribePackageVersion, 
panorama:ListApplicationInstances, 
panorama:ListPackages, 
quicksight:ListDataSources, 
ram:ListResourceSharePermissions, 
rds:DescribeDBProxies, 
rds:DescribeGlobalClusters, 
rekognition:ListStreamProcessors, 
resource-
groups:GetGroup, resource-
groups:GetGroupConfiguration, 
resource-groups:GetGroupQuery, 
resource-
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groups:GetTags, resource-
groups:ListGroupResources, 
resource-groups:ListGroups, 
robomaker:ListRobotApplications, 
robomaker:ListSimulationApplications, 
route53resolver:GetResolverDnssecConfig, 
route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, 
s3:ListStorageLensConfigurations, 
schemas:GetResourcePolicy, 
servicediscovery:ListInstances, 
sts:GetCallerIdentity, 
synthetics:GetGroup, 
synthetics:ListAssociatedGroups, 
synthetics:ListGroupResources, 
and synthetics:ListGroups

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: Glue::GetTable

このポリシーでは、指定された
テーブルのデータカタログ内に
ある AWS Glue Table 定義を取
得する権限を付与するようにな
りました。

2022 年 9 月 14 日

AWS_ConfigRole (p. 8103) – 追
加 Glue::GetTable

このポリシーでは、指定された
テーブルのデータカタログ内に
ある AWS Glue Table 定義を取
得する権限を付与するようにな
りました。

2022 年 9 月 14 日
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
appconfig:ListApplications, 
appflow:DescribeConnectorProfiles, 
appsync:GetApiCache, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlanResources, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlans, 
autoscaling-
plans:GetScalingPlanResourceForecastData, 
autoscaling:DescribeWarmPool, 
backup:DescribeFramework, 
backup:DescribeReportPlan, 
backup:ListFrameworks, 
backup:ListReportPlans, 
budgets:DescribeBudgetAction, 
budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, 
budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, 
budgets:ViewBudget, 
ce:GetAnomalyMonitors, 
ce:GetAnomalySubscriptions, 
cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, 
cloud9:DescribeEnvironments, 
cloud9:ListEnvironments, 
cloud9:ListTagsForResource, 
cloudwatch:GetMetricStream, 
cloudwatch:ListMetricStreams, 
datasync:DescribeLocationFsxWindows, 
devops-
guru:GetResourceCollection, 
ds:DescribeDirectories, 
ec2:DescribeTrafficMirrorFilters, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, 
elasticmapreduce:DescribeStudio, 
elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, 
elasticmapreduce:ListStudios, 
elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, 
events:DescribeEndpoint, 
events:DescribeEventBus, 
events:DescribeRule, 
events:ListArchives, 
events:ListEndpoints, 
events:ListEventBuses, 
events:ListRules, 
events:ListTagsForResource, 
events:ListTargetsByRule, 
finspace:GetEnvironment, 
finspace:ListEnvironments, 
frauddetector:GetDetectors, 
frauddetector:GetDetectorVersion, 
frauddetector:GetEntityTypes, 
frauddetector:GetEventTypes, 

このポリシーでは、Amazon 
AppFlow、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
CloudWatch 
RUM、Amazon CloudWatch 
Synthetics、Amazon Connect 
Customer Profiles、Amazon 
Connect Voice ID、Amazon 
DevOps Guru、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
EC2 Auto Scaling、Amazon 
EMR、Amazon 
EventBridge、Amazon 
EventBridge Schemas、Amazon 
FinSpace、Amazon 
Fraud Detector、Amazon 
GameLift、Amazon Interactive 
Video Service (Amazon 
IVS)、Amazon Kinesis 
Data Analytics、EC2 Image 
Builder、Amazon Lex、Amazon 
Lightsail、Amazon Location 
Service, Amazon Lookout 
for Equipment、Amazon 
Lookout for Metrics、Amazon 
Lookout for Vision、Amazon 
Managed Blockchain、Amazon 
MQ、Amazon Nimble 
StudioAmazon 
Pinpoint、Amazon 
QuickSight、Amazon Route 
53 Application Recovery 
Controller、Amazon 
Route 53 Resolver、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3)、Amazon 
SimpleDB、Amazon 
Simple Email Service 
(Amazon SES)、Amazon 
Timestream、AWS 
AppConfig、AWS 
AppSync、AWS Auto 
Scaling、AWS Backup、AWS 
Budgets、AWS Cost 
Explorer、AWS Cloud9、AWS 
Directory Service、AWS 
DataSync、AWS Elemental 
MediaPackage、AWS 
Glue、AWS IoT、AWS 
IoT Analytics、AWS 
IoT Events、AWS IoT 
SiteWise、AWS IoT 
TwinMaker、AWS Lake 
Formation、AWS License 

2022 年 9 月 7 日
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frauddetector:GetExternalModels, 
frauddetector:GetLabels, 
frauddetector:GetModels, 
frauddetector:GetOutcomes, 
frauddetector:GetVariables, 
frauddetector:ListTagsForResource, 
gamelift:DescribeAlias, 
gamelift:DescribeBuild, 
gamelift:DescribeFleetAttributes, 
gamelift:DescribeFleetCapacity, 
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes, 
gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, 
gamelift:DescribeFleetPortSettings, 
gamelift:DescribeGameServerGroup, 
gamelift:DescribeGameSessionQueues, 
gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, 
gamelift:DescribeScript, 
gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, 
gamelift:ListAliases, 
gamelift:ListBuilds, 
gamelift:ListFleets, 
gamelift:ListGameServerGroups, 
gamelift:ListScripts, 
gamelift:ListTagsForResource, 
geo:ListMaps, glue:GetClassifier, 
glue:GetClassifiers, 
imagebuilder:GetContainerRecipe, 
imagebuilder:GetImage, 
imagebuilder:GetImagePipeline, 
imagebuilder:GetImageRecipe, 
imagebuilder:ListContainerRecipes, 
imagebuilder:ListImageBuildVersions, 
imagebuilder:ListImagePipelines, 
imagebuilder:ListImageRecipes, 
imagebuilder:ListImages, 
iot:DescribeCertificate, 
iot:DescribeDimension, 
iot:DescribeRoleAlias, 
iot:DescribeSecurityProfile, 
iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, 
iot:GetTopicRuleDestination, 
iot:ListCertificates, 
iot:ListDimensions, 
iot:ListPolicies, 
iot:ListRoleAliases, 
iot:ListSecurityProfiles, 
iot:ListSecurityProfilesForTarget, 
iot:ListTagsForResource, 
iot:ListTargetsForSecurityProfile, 
iot:ListTopicRuleDestinations, 
iot:ListTopicRules, 
iot:ListV2LoggingLevels, 
iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, 

Manager、AWS Resilience 
Hub、AWS Signer、および AWS 
Transfer Family に対する追加の
アクセス許可をサポートするよ
うになりました。
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iotanalytics:DescribeChannel, 
iotanalytics:DescribeDataset, 
iotanalytics:DescribeDatastore, 
iotanalytics:DescribePipeline, 
iotanalytics:ListChannels, 
iotanalytics:ListDatasets, 
iotanalytics:ListDatastores, 
iotanalytics:ListPipelines, 
iotanalytics:ListTagsForResource, 
iotevents:DescribeAlarmModel, 
iotevents:DescribeDetectorModel, 
iotevents:DescribeInput, 
iotevents:ListAlarmModels, 
iotevents:ListDetectorModels, 
iotevents:ListInputs, 
iotevents:ListTagsForResource, 
iotsitewise:DescribeAccessPolicy, 
iotsitewise:DescribeAsset, 
iotsitewise:ListAccessPolicies, 
iotsitewise:ListAssets, 
iottwinmaker:GetEntity, 
iottwinmaker:GetScene, 
iottwinmaker:GetWorkspace, 
iottwinmaker:ListEntities, 
iottwinmaker:ListScenes, 
iottwinmaker:ListTagsForResource, 
iottwinmaker:ListWorkspaces, 
ivs:GetPlaybackKeyPair, 
ivs:GetRecordingConfiguration, 
ivs:GetStreamKey, 
ivs:ListChannels, 
ivs:ListPlaybackKeyPairs, 
ivs:ListRecordingConfigurations, 
ivs:ListStreamKeys, 
ivs:ListTagsForResource, 
kinesisanalytics:ListApplications, 
lakeformation:DescribeResource, 
lakeformation:GetDataLakeSettings, 
lakeformation:ListPermissions, 
lakeformation:ListResources, 
lex:DescribeBot, 
lex:DescribeBotAlias, 
lex:DescribeResourcePolicy, 
lex:ListBotAliases, 
lex:ListBotLocales, lex:ListBots, 
lex:ListTagsForResource, 
license-
manager:GetGrant, license-
manager:GetLicense, license-
manager:ListDistributedGrants, 
license-
manager:ListLicenses, license-
manager:ListReceivedGrants, 
lightsail:GetAlarms, 
lightsail:GetBuckets, 
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lightsail:GetCertificates, 
lightsail:GetDisk, 
lightsail:GetDisks, 
lightsail:GetInstance, 
lightsail:GetInstances, 
lightsail:GetKeyPair, 
lightsail:GetLoadBalancer, 
lightsail:GetLoadBalancers, 
lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, 
lightsail:GetStaticIp, 
lightsail:GetStaticIps, 
lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, 
lookoutequipment:ListTagsForResource, 
lookoutmetrics:DescribeAlert, 
lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, 
lookoutmetrics:ListAlerts, 
lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, 
lookoutmetrics:ListMetricSets, 
lookoutmetrics:ListTagsForResource, 
lookoutvision:DescribeProject, 
lookoutvision:ListProjects, 
managedblockchain:GetMember, 
managedblockchain:GetNetwork, 
managedblockchain:GetNode, 
managedblockchain:ListInvitations, 
managedblockchain:ListMembers, 
managedblockchain:ListNodes, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingGroup, 
mediapackage-
vod:ListPackagingGroups, 
mediapackage-
vod:ListTagsForResource, 
mobiletargeting:GetInAppTemplate, 
mobiletargeting:ListTemplates, 
mq:DescribeBroker, 
mq:ListBrokers, 
nimble:GetLaunchProfile, 
nimble:GetLaunchProfileDetails, 
nimble:GetStreamingImage, 
nimble:GetStudio, 
nimble:GetStudioComponent, 
nimble:ListLaunchProfiles, 
nimble:ListStreamingImages, 
nimble:ListStudioComponents, 
nimble:ListStudios, 
profile:GetDomain, 
profile:GetIntegration, 
profile:GetProfileObjectType, 
profile:ListDomains, 
profile:ListIntegrations, 
profile:ListProfileObjectTypes, 
profile:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeAnalysis, 
quicksight:DescribeAnalysisPermissions, 
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quicksight:DescribeDataSet, 
quicksight:DescribeDataSetPermissions, 
quicksight:DescribeTheme, 
quicksight:DescribeThemePermissions, 
quicksight:ListAnalyses, 
quicksight:ListDataSets, 
quicksight:ListThemes, 
resiliencehub:DescribeApp, 
resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, 
resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, 
resiliencehub:ListApps, 
resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings, 
resiliencehub:ListResiliencyPolicies, 
route53-recovery-
readiness:GetCell, 
route53-recovery-
readiness:GetReadinessCheck, 
route53-recovery-
readiness:GetRecoveryGroup, 
route53-recovery-
readiness:GetResourceSet, 
route53-recovery-
readiness:ListCells, 
route53-recovery-
readiness:ListReadinessChecks, 
route53-recovery-
readiness:ListRecoveryGroups, 
route53-recovery-
readiness:ListResourceSets, 
route53resolver:GetFirewallDomainList, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroup, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, 
route53resolver:ListFirewallDomainLists, 
route53resolver:ListFirewallDomains, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroups, 
route53resolver:ListFirewallRules, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, 
rum:GetAppMonitor, 
rum:GetAppMonitorData, 
rum:ListAppMonitors, 
rum:ListTagsForResource, s3-
outposts:GetAccessPoint, s3-
outposts:GetAccessPointPolicy, 
s3-outposts:GetBucket, s3-
outposts:GetBucketPolicy, s3-
outposts:GetBucketTagging, s3-
outposts:GetLifecycleConfiguration, 
s3-outposts:ListAccessPoints, 
s3-outposts:ListEndpoints, s3-
outposts:ListRegionalBuckets, 
schemas:DescribeDiscoverer, 
schemas:DescribeRegistry, 
schemas:DescribeSchema, 
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schemas:ListDiscoverers, 
schemas:ListRegistries, 
schemas:ListSchemas, 
sdb:GetAttributes, 
sdb:ListDomains, 
ses:ListEmailTemplates, 
ses:ListReceiptFilters, 
ses:ListReceiptRuleSets, 
ses:ListTemplates, 
signer:GetSigningProfile, 
signer:ListProfilePermissions, 
signer:ListSigningProfiles, 
synthetics:DescribeCanaries, 
synthetics:DescribeCanariesLastRun, 
synthetics:DescribeRuntimeVersions, 
synthetics:GetCanary, 
synthetics:GetCanaryRuns, 
synthetics:ListTagsForResource, 
timestream:DescribeDatabase, 
timestream:DescribeTable, 
timestream:ListDatabases, 
timestream:ListTables, 
timestream:ListTagsForResource, 
transfer:DescribeServer, 
transfer:DescribeUser, 
transfer:DescribeWorkflow, 
transfer:ListServers, 
transfer:ListUsers, 
transfer:ListWorkflows, 
voiceid:DescribeDomain, and 
voiceid:ListTagsForResource
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AWS_ConfigRole (p. 8103) – 追
加: appconfig:ListApplications, 
appflow:DescribeConnectorProfiles, 
appsync:GetApiCache, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlanResources, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlans, 
autoscaling-
plans:GetScalingPlanResourceForecastData, 
autoscaling:DescribeWarmPool, 
backup:DescribeFramework, 
backup:DescribeReportPlan, 
backup:ListFrameworks, 
backup:ListReportPlans, 
budgets:DescribeBudgetAction, 
budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, 
budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, 
budgets:ViewBudget, 
ce:GetAnomalyMonitors, 
ce:GetAnomalySubscriptions, 
cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, 
cloud9:DescribeEnvironments, 
cloud9:ListEnvironments, 
cloud9:ListTagsForResource, 
cloudwatch:GetMetricStream, 
cloudwatch:ListMetricStreams, 
datasync:DescribeLocationFsxWindows, 
devops-
guru:GetResourceCollection, 
ds:DescribeDirectories, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, 
elasticmapreduce:DescribeStudio, 
elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, 
elasticmapreduce:ListStudios, 
elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, 
events:DescribeEndpoint, 
events:DescribeEventBus, 
events:DescribeRule, 
events:ListArchives, 
events:ListEndpoints, 
events:ListEventBuses, 
events:ListRules, 
events:ListTagsForResource, 
events:ListTargetsByRule, 
finspace:GetEnvironment, 
finspace:ListEnvironments, 
frauddetector:GetDetectors, 
frauddetector:GetDetectorVersion, 
frauddetector:GetEntityTypes, 
frauddetector:GetEventTypes, 
frauddetector:GetExternalModels, 
frauddetector:GetLabels, 

このポリシーでは、Amazon 
AppFlow、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
CloudWatch 
RUM、Amazon CloudWatch 
Synthetics、Amazon Connect 
Customer Profiles、Amazon 
Connect Voice ID、Amazon 
DevOps Guru、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
EC2 Auto Scaling、Amazon 
EMR、Amazon 
EventBridge、Amazon 
EventBridge Schemas、Amazon 
FinSpace、Amazon 
Fraud Detector、Amazon 
GameLift、Amazon Interactive 
Video Service (Amazon 
IVS)、Amazon Kinesis 
Data Analytics、EC2 Image 
Builder、Amazon Lex、Amazon 
Lightsail、Amazon Location 
Service、Amazon Lookout 
for Equipment、Amazon 
Lookout for Metrics、Amazon 
Lookout for Vision、Amazon 
Managed Blockchain、Amazon 
MQ、Amazon Nimble 
StudioAmazon 
Pinpoint、Amazon 
QuickSight、Amazon Route 
53 Application Recovery 
Controller、Amazon 
Route 53 Resolver、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3)、Amazon 
SimpleDB、Amazon 
Simple Email Service 
(Amazon SES)、Amazon 
Timestream、AWS 
AppConfig、AWS 
AppSync、AWS Auto 
Scaling、AWS Backup、AWS 
Budgets、AWS Cost 
Explorer、AWS Cloud9、AWS 
Directory Service、AWS 
DataSync、AWS Elemental 
MediaPackage、AWS 
Glue、AWS IoT、AWS 
IoT Analytics、AWS 
IoT Events、AWS IoT 
SiteWise、AWS IoT 
TwinMaker、AWS Lake 
Formation、AWS License 

2022 年 9 月 7 日
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frauddetector:GetModels, 
frauddetector:GetOutcomes, 
frauddetector:GetVariables, 
frauddetector:ListTagsForResource, 
gamelift:DescribeAlias, 
gamelift:DescribeBuild, 
gamelift:DescribeFleetAttributes, 
gamelift:DescribeFleetCapacity, 
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes, 
gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, 
gamelift:DescribeFleetPortSettings, 
gamelift:DescribeGameServerGroup, 
gamelift:DescribeGameSessionQueues, 
gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, 
gamelift:DescribeScript, 
gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, 
gamelift:ListAliases, 
gamelift:ListBuilds, 
gamelift:ListFleets, 
gamelift:ListGameServerGroups, 
gamelift:ListScripts, 
gamelift:ListTagsForResource, 
geo:ListMaps, glue:GetClassifier, 
glue:GetClassifiers, 
imagebuilder:GetContainerRecipe, 
imagebuilder:GetImage, 
imagebuilder:GetImagePipeline, 
imagebuilder:GetImageRecipe, 
imagebuilder:ListContainerRecipes, 
imagebuilder:ListImageBuildVersions, 
imagebuilder:ListImagePipelines, 
imagebuilder:ListImageRecipes, 
imagebuilder:ListImages, 
iot:DescribeCertificate, 
iot:DescribeDimension, 
iot:DescribeRoleAlias, 
iot:DescribeSecurityProfile, 
iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, 
iot:GetTopicRuleDestination, 
iot:ListCertificates, 
iot:ListDimensions, 
iot:ListPolicies, 
iot:ListRoleAliases, 
iot:ListSecurityProfiles, 
iot:ListSecurityProfilesForTarget, 
iot:ListTagsForResource, 
iot:ListTargetsForSecurityProfile, 
iot:ListTopicRuleDestinations, 
iot:ListTopicRules, 
iot:ListV2LoggingLevels, 
iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, 
iotanalytics:DescribeChannel, 
iotanalytics:DescribeDataset, 

Manager、AWS Resilience 
Hub、AWS Signer、および AWS 
Transfer Family に対する追加の
アクセス許可をサポートするよ
うになりました。

8154



AWS Config デベロッパーガイド
AWS マネージドポリシー

変更 説明 日付
iotanalytics:DescribeDatastore, 
iotanalytics:DescribePipeline, 
iotanalytics:ListChannels, 
iotanalytics:ListDatasets, 
iotanalytics:ListDatastores, 
iotanalytics:ListPipelines, 
iotanalytics:ListTagsForResource, 
iotevents:DescribeAlarmModel, 
iotevents:DescribeDetectorModel, 
iotevents:DescribeInput, 
iotevents:ListAlarmModels, 
iotevents:ListDetectorModels, 
iotevents:ListInputs, 
iotevents:ListTagsForResource, 
iotsitewise:DescribeAccessPolicy, 
iotsitewise:DescribeAsset, 
iotsitewise:ListAccessPolicies, 
iotsitewise:ListAssets, 
iottwinmaker:GetEntity, 
iottwinmaker:GetScene, 
iottwinmaker:GetWorkspace, 
iottwinmaker:ListEntities, 
iottwinmaker:ListScenes, 
iottwinmaker:ListTagsForResource, 
iottwinmaker:ListWorkspaces, 
ivs:GetPlaybackKeyPair, 
ivs:GetRecordingConfiguration, 
ivs:GetStreamKey, 
ivs:ListChannels, 
ivs:ListPlaybackKeyPairs, 
ivs:ListRecordingConfigurations, 
ivs:ListStreamKeys, 
ivs:ListTagsForResource, 
kinesisanalytics:ListApplications, 
lakeformation:DescribeResource, 
lakeformation:GetDataLakeSettings, 
lakeformation:ListPermissions, 
lakeformation:ListResources, 
lex:DescribeBot, 
lex:DescribeBotAlias, 
lex:DescribeResourcePolicy, 
lex:ListBotAliases, 
lex:ListBotLocales, lex:ListBots, 
lex:ListTagsForResource, 
license-
manager:GetGrant, license-
manager:GetLicense, license-
manager:ListDistributedGrants, 
license-
manager:ListLicenses, license-
manager:ListReceivedGrants, 
lightsail:GetAlarms, 
lightsail:GetBuckets, 
lightsail:GetCertificates, 
lightsail:GetDisk, 
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lightsail:GetDisks, 
lightsail:GetInstance, 
lightsail:GetInstances, 
lightsail:GetKeyPair, 
lightsail:GetLoadBalancer, 
lightsail:GetLoadBalancers, 
lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, 
lightsail:GetStaticIp, 
lightsail:GetStaticIps, 
lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, 
lookoutequipment:ListTagsForResource, 
lookoutmetrics:DescribeAlert, 
lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, 
lookoutmetrics:ListAlerts, 
lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, 
lookoutmetrics:ListMetricSets, 
lookoutmetrics:ListTagsForResource, 
lookoutvision:DescribeProject, 
lookoutvision:ListProjects, 
managedblockchain:GetMember, 
managedblockchain:GetNetwork, 
managedblockchain:GetNode, 
managedblockchain:ListInvitations, 
managedblockchain:ListMembers, 
managedblockchain:ListNodes, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingGroup, 
mediapackage-
vod:ListPackagingGroups, 
mediapackage-
vod:ListTagsForResource, 
mobiletargeting:GetInAppTemplate, 
mobiletargeting:ListTemplates, 
mq:DescribeBroker, 
mq:ListBrokers, 
nimble:GetLaunchProfile, 
nimble:GetLaunchProfileDetails, 
nimble:GetStreamingImage, 
nimble:GetStudio, 
nimble:GetStudioComponent, 
nimble:ListLaunchProfiles, 
nimble:ListStreamingImages, 
nimble:ListStudioComponents, 
nimble:ListStudios, 
profile:GetDomain, 
profile:GetIntegration, 
profile:GetProfileObjectType, 
profile:ListDomains, 
profile:ListIntegrations, 
profile:ListProfileObjectTypes, 
profile:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeAnalysis, 
quicksight:DescribeAnalysisPermissions, 
quicksight:DescribeDataSet, 
quicksight:DescribeDataSetPermissions, 
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quicksight:DescribeTheme, 
quicksight:DescribeThemePermissions, 
quicksight:ListAnalyses, 
quicksight:ListDataSets, 
quicksight:ListThemes, 
resiliencehub:DescribeApp, 
resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, 
resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, 
resiliencehub:ListApps, 
resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings, 
resiliencehub:ListResiliencyPolicies, 
route53-recovery-
readiness:GetCell, 
route53-recovery-
readiness:GetReadinessCheck, 
route53-recovery-
readiness:GetRecoveryGroup, 
route53-recovery-
readiness:GetResourceSet, 
route53-recovery-
readiness:ListCells, 
route53-recovery-
readiness:ListReadinessChecks, 
route53-recovery-
readiness:ListRecoveryGroups, 
route53-recovery-
readiness:ListResourceSets, 
route53resolver:GetFirewallDomainList, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroup, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, 
route53resolver:ListFirewallDomainLists, 
route53resolver:ListFirewallDomains, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroups, 
route53resolver:ListFirewallRules, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, 
rum:GetAppMonitor, 
rum:GetAppMonitorData, 
rum:ListAppMonitors, 
rum:ListTagsForResource, s3-
outposts:GetAccessPoint, s3-
outposts:GetAccessPointPolicy, 
s3-outposts:GetBucket, s3-
outposts:GetBucketPolicy, s3-
outposts:GetBucketTagging, s3-
outposts:GetLifecycleConfiguration, 
s3-outposts:ListAccessPoints, 
s3-outposts:ListEndpoints, s3-
outposts:ListRegionalBuckets, 
schemas:DescribeDiscoverer, 
schemas:DescribeRegistry, 
schemas:DescribeSchema, 
schemas:ListDiscoverers, 
schemas:ListRegistries, 
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schemas:ListSchemas, 
sdb:GetAttributes, 
sdb:ListDomains, 
ses:ListEmailTemplates, 
ses:ListReceiptFilters, 
ses:ListReceiptRuleSets, 
ses:ListTemplates, 
signer:GetSigningProfile, 
signer:ListProfilePermissions, 
signer:ListSigningProfiles, 
synthetics:DescribeCanaries, 
synthetics:DescribeCanariesLastRun, 
synthetics:DescribeRuntimeVersions, 
synthetics:GetCanary, 
synthetics:GetCanaryRuns, 
synthetics:ListTagsForResource, 
timestream:DescribeDatabase, 
timestream:DescribeTable, 
timestream:ListDatabases, 
timestream:ListTables, 
timestream:ListTagsForResource, 
transfer:DescribeServer, 
transfer:DescribeUser, 
transfer:DescribeWorkflow, 
transfer:ListServers, 
transfer:ListUsers, 
transfer:ListWorkflows, 
voiceid:DescribeDomain, and 
voiceid:ListTagsForResource

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: datasync:ListAgents, 
datasync:ListLocations, 
datasync:ListTasks, 
servicediscovery:ListNamespaces, 
servicediscovery:ListServices, 
and ses:ListContactLists

このポリシーでは、AWS 
DataSync エージェン
ト、DataSync の送信元と宛先の
場所、および AWS アカウントの 
DataSync タスクのリストを返す
こと、AWSアカウントで指定さ
れた 1 つ以上の名前空間に関連
付いた AWS Cloud Map 名前空
間とサービスに関するサマリー
情報のリスト表示、および AWS 
アカウントで利用できるすべて
の Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES) の連絡先リストの
リスト表示のためのアクセス許
可が付与されました。

2022 年 8 月 22 日
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AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: datasync:ListAgents, 
datasync:ListLocations, 
datasync:ListTasks, 
servicediscovery:ListNamespaces, 
servicediscovery:ListServices, 
and ses:ListContactLists

このポリシーでは、AWS 
DataSync エージェン
ト、DataSync の送信元と宛先の
場所、および AWS アカウントの 
DataSync タスクのリストを返す
こと、AWSアカウントで指定さ
れた 1 つ以上の名前空間に関連
付いた AWS Cloud Map 名前空
間とサービスに関するサマリー
情報のリスト表示、および AWS 
アカウントで利用できるすべて
の Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES) の連絡先リストの
リスト表示のためのアクセス許
可が付与されました。

2022 年 8 月 22 日

ConfigConformsServiceRolePolicy (p. 8103)
– 追加: cloudwatch:PutMetricData

このポリシーは、メトリク
スデータポイントを Amazon 
CloudWatch に発行する許可を付
与するようになりました。

2022 年 7 月 25 日
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
amplifyuibuilder:ExportThemes, 
amplifyuibuilder:GetTheme, 
appconfig:GetApplication, 
appconfig:GetApplication, 
appconfig:GetConfigurationProfile, 
appconfig:GetConfigurationProfile, 
appconfig:GetDeployment, 
appconfig:GetDeploymentStrategy, 
appconfig:GetEnvironment, 
appconfig:GetHostedConfigurationVersion, 
appconfig:ListTagsForResource, 
appsync:GetGraphqlApi, 
appsync:ListGraphqlApis, 
billingconductor: 
ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan, 
billingconductor:ListAccountAssociations, 
billingconductor:ListBillingGroups, 
billingconductor:ListCustomLineItems, 
billingconductor:ListPricingPlans, 
billingconductor:ListPricingRules, 
billingconductor:ListTagsForResource, 
datasync:DescribeAgent, 
datasync:DescribeLocationEfs, 
datasync:DescribeLocationFsxLustre, 
datasync:DescribeLocationHdfs, 
datasync:DescribeLocationNfs, 
datasync:DescribeLocationObjectStorage, 
datasync:DescribeLocationS3, 
datasync:DescribeLocationSmb, 
datasync:DescribeTask, 
datasync:ListTagsForResource, 
ecr:DescribePullThroughCacheRules, 
ecr:DescribeRegistry, 
ecr:GetRegistryPolicy, 
elasticache:DescribeCacheParameters, 
elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth, 
events:DescribeApiDestination, 
events:DescribeArchive, 
fms:GetNotificationChannel, 
fms:GetPolicy, fms:ListPolicies, 
fms:ListTagsForResource, 
fsx:DescribeVolumes, 
geo:DescribeGeofenceCollection, 
geo:DescribeMap, 
geo:DescribePlaceIndex, 
geo:DescribeRouteCalculator, 
geo:DescribeTracker, 
geo:ListTrackerConsumers, 
glue:BatchGetJobs, 
glue:BatchGetWorkflows, 

このポリシーでは、Amazon 
Elastic Container Service 
(Amazon ECS)、Amazon 
ElastiCache、Amazon 
EventBridge、Amazon 
FSx、Amazon Kinesis 
Data Analytics、Amazon 
Location Service、Amazon 
Managed Streaming for 
Apache Kafka、Amazon 
QuickSight、Amazon 
Rekognition、AWS 
RoboMaker、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3)、Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES)、AWS 
Amplify、AWS AppConfig、AWS 
AppSync、AWS Billing 
Conductor、AWS 
DataSync、AWS Firewall 
Manager、AWS Glue、AWS 
IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) (IAM 
Identity Center)、EC2 Image 
Builder、および Elastic Load 
Balancing の追加的なアクセス許
可がサポートされるようになり
ました。

2022 年 7 月 15 日
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glue:GetCrawler, 
glue:GetCrawlers, 
glue:GetJob, glue:GetJobs, 
glue:GetWorkflow, imagebuilder: 
GetComponent, imagebuilder: 
ListComponentBuildVersions, 
imagebuilder: ListComponents, 
imagebuilder:GetDistributionConfiguration, 
imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration, 
imagebuilder:ListDistributionConfigurations, 
imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations, 
kafka:DescribeClusterV2, 
kafka:ListClustersV2, 
kinesisanalytics:DescribeApplication, 
kinesisanalytics:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDataSource, 
quicksight:DescribeDataSourcePermissions, 
quicksight:ListTagsForResource, 
rekognition:DescribeStreamProcessor, 
rekognition:ListTagsForResource, 
robomaker:DescribeRobotApplication, 
robomaker:DescribeSimulationApplication, 
s3:GetStorageLensConfiguration, 
s3:GetStorageLensConfigurationTagging, 
servicediscovery:GetInstance, 
servicediscovery:GetNamespace, 
servicediscovery:GetService, 
servicediscovery:ListTagsForResource, 
ses:DescribeReceiptRule, 
ses:DescribeReceiptRuleSet, 
ses:GetContactList, 
ses:GetEmailTemplate, 
ses:GetTemplate, and 
sso:GetInlinePolicyForPermissionSet
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AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: 
amplifyuibuilder:ExportThemes, 
amplifyuibuilder:GetTheme, 
appconfig:GetApplication, 
appconfig:GetApplication, 
appconfig:GetConfigurationProfile, 
appconfig:GetConfigurationProfile, 
appconfig:GetDeployment, 
appconfig:GetDeploymentStrategy, 
appconfig:GetEnvironment, 
appconfig:GetHostedConfigurationVersion, 
appconfig:ListTagsForResource, 
appsync:GetGraphqlApi, 
appsync:ListGraphqlApis, 
billingconductor: 
ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan, 
billingconductor:ListAccountAssociations, 
billingconductor:ListBillingGroups, 
billingconductor:ListCustomLineItems, 
billingconductor:ListPricingPlans, 
billingconductor:ListPricingRules, 
billingconductor:ListTagsForResource, 
datasync:DescribeAgent, 
datasync:DescribeLocationEfs, 
datasync:DescribeLocationFsxLustre, 
datasync:DescribeLocationHdfs, 
datasync:DescribeLocationNfs, 
datasync:DescribeLocationObjectStorage, 
datasync:DescribeLocationS3, 
datasync:DescribeLocationSmb, 
datasync:DescribeTask, 
datasync:ListTagsForResource, 
ecr:DescribePullThroughCacheRules, 
ecr:DescribeRegistry, 
ecr:GetRegistryPolicy, 
elasticache:DescribeCacheParameters, 
elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth, 
events:DescribeApiDestination, 
events:DescribeArchive, 
fms:GetNotificationChannel, 
fms:GetPolicy, fms:ListPolicies, 
fms:ListTagsForResource, 
fsx:DescribeVolumes, 
geo:DescribeGeofenceCollection, 
geo:DescribeMap, 
geo:DescribePlaceIndex, 
geo:DescribeRouteCalculator, 
geo:DescribeTracker, 
geo:ListTrackerConsumers, 
glue:BatchGetJobs, 
glue:BatchGetWorkflows, 

このポリシーでは、Amazon 
Elastic Container Service 
(Amazon ECS)、Amazon 
ElastiCache、Amazon 
EventBridge、Amazon 
FSx、Amazon Kinesis 
Data Analytics、Amazon 
Location Service、Amazon 
Managed Streaming for 
Apache Kafka、Amazon 
QuickSight、Amazon 
Rekognition、AWS 
RoboMaker、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3)、Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES)、AWS 
Amplify、AWS AppConfig、AWS 
AppSync、AWS Billing 
Conductor、AWS 
DataSync、AWS Firewall 
Manager、AWS Glue、AWS 
IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) (IAM 
Identity Center)、EC2 Image 
Builder、および Elastic Load 
Balancing の追加的なアクセス許
可がサポートされるようになり
ました。

2022 年 7 月 15 日
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glue:GetCrawler, 
glue:GetCrawlers, 
glue:GetJob, glue:GetJobs, 
glue:GetWorkflow, imagebuilder: 
GetComponent, imagebuilder: 
ListComponentBuildVersions, 
imagebuilder: ListComponents, 
imagebuilder:GetDistributionConfiguration, 
imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration, 
imagebuilder:ListDistributionConfigurations, 
imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations, 
kafka:DescribeClusterV2, 
kafka:ListClustersV2, 
kinesisanalytics:DescribeApplication, 
kinesisanalytics:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDataSource, 
quicksight:DescribeDataSourcePermissions, 
quicksight:ListTagsForResource, 
rekognition:DescribeStreamProcessor, 
rekognition:ListTagsForResource, 
robomaker:DescribeRobotApplication, 
robomaker:DescribeSimulationApplication, 
s3:GetStorageLensConfiguration, 
s3:GetStorageLensConfigurationTagging, 
servicediscovery:GetInstance, 
servicediscovery:GetNamespace, 
servicediscovery:GetService, 
servicediscovery:ListTagsForResource, 
ses:DescribeReceiptRule, 
ses:DescribeReceiptRuleSet, 
ses:GetContactList, 
ses:GetEmailTemplate, 
ses:GetTemplate, and 
sso:GetInlinePolicyForPermissionSet
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: athena:GetDataCatalog, 
athena:ListDataCatalogs, 
athena:ListTagsForResource, 
detective:ListGraphs, 
detective:ListTagsForResource, 
glue:BatchGetDevEndpoints, 
glue:GetDevEndpoint, 
glue:GetDevEndpoints, 
glue:GetSecurityConfiguration, 
glue:GetSecurityConfigurations, 
glue:GetTags 
glue:GetWorkGroup, 
glue:ListCrawlers, 
glue:ListDevEndpoints, 
glue:ListJobs, glue:ListMembers, 
glue:ListWorkflows, 
glue:ListWorkGroups, 
guardduty:GetFilter, 
guardduty:GetIPSet, 
guardduty:GetThreatIntelSet, 
guardduty:GetMembers, 
guardduty:ListFilters, 
guardduty:ListIPSets, 
guardduty:ListTagsForResource, 
guardduty:ListThreatIntelSets, 
macie:GetMacieSession, 
ram:GetResourceShareAssociations, 
ram:GetResourceShares, 
ses:GetConfigurationSet, 
ses:GetConfigurationSetEventDestinations, 
ses:ListConfigurationSets, 
sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration, 
sso:DescribePermissionSet, 
sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet, 
sso:ListPermissionSets, and 
sso:ListTagsForResource

今後このポリシーでは、指定さ
れた Amazon Athena データカ
タログの取得、AWS アカウン
ト内での Athena データカタロ
グのリスト作成、および Athena 
ワークグループまたはデータカ
タログリソースに関連付けられ
た、タグのリスト作成のための
アクセス許可を付与できます。
また、Amazon Detective 動作
グラフのリスト取得と、その動
作グラフのタグのリスト作成、
指定された AWS Glue 開発エン
ドポイント名のリストのリソー
スメタデータのリスト取得、
指定された AWS Glue 開発エ
ンドポイントに関する情報の取
得、AWS アカウント内のすべ
ての AWS Glue 開発エンドポイ
ントの取得、指定された AWS 
Glue セキュリティ設定の取得、
すべての AWS Glue セキュリ
ティ設定の取得、AWS Glue リ
ソースに関連付けられているタ
グリストの取得、指定された名
前の AWS Glue ワークグループ
に関する情報の取得、AWS アカ
ウント内のすべての AWS Glue 
クローラーリソースの名前の取
得、AWS アカウント内のすべて
の AWS Glue DevEndpoint リ
ソースの名前の取得、AWS アカ
ウント内のすべての AWS Glue 
ジョブリソースの名前のリスト
作成、AWS Glue のメンバーアカ
ウントの詳細の取得、アカウン
トで作成された AWS Glue ワー
クフロー名のリスト作成、およ
びアカウントで使用可能な AWS 
Glue ワークグループのリスト作
成も許可します。また、Amazon 
GuardDuty フィルタに関する詳
細の取得、GuardDuty IPSet の
取得、GuardDuty ThreatIntelSet 
の取得、GuardDuty メンバー
アカウントの取得、GuardDuty 
フィルタのリストの取
得、GuardDuty サービスの IPSet 
の取得、GuardDuty サービスの
タグの取得、および GuardDuty 
サービスの ThreatIntelSets の
取得、Amazon Macie アカウン
トの現在のステータスと設定の
取得、AWS Resource Access 
Manager (AWS RAM) リソース

2022 年 5 月 31 日
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共有のためのリソースとプリ
ンシパルの関連付けの取得や 
AWS RAM リソース共有の詳細
の取得、Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES) の既存
の設定セットに関する情報の取
得、Amazon SES 設定セットに
関連付けられているイベント送
信先のリストの取得、Amazon 
SES アカウントに関連付けら
れているすべての設定セットの
リスト作成、Identity センター
のディレクトリ属性のリスト取
得、AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On) アクセス許可セットの詳細
の取得、指定された IAM Identity 
Center 許可セットにアタッチさ
れている IAM 管理ポリシーの取
得、IAM Identity Center インスタ
ンス用の許可セットの取得、さ
らに、IAM Identity Center リソー
ス用のタグの取得も許可できま
す。
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AWS_ConfigRole (p. 8103) – 
追加: athena:GetDataCatalog, 
athena:ListDataCatalogs, 
athena:ListTagsForResource, 
detective:ListGraphs, 
detective:ListTagsForResource, 
glue:BatchGetDevEndpoints, 
glue:GetDevEndpoint, 
glue:GetDevEndpoints, 
glue:GetSecurityConfiguration, 
glue:GetSecurityConfigurations, 
glue:GetTags 
glue:GetWorkGroup, 
glue:ListCrawlers, 
glue:ListDevEndpoints, 
glue:ListJobs, glue:ListMembers, 
glue:ListWorkflows, 
glue:ListWorkGroups, 
guardduty:GetFilter, 
guardduty:GetIPSet, 
guardduty:GetThreatIntelSet, 
guardduty:GetMembers, 
guardduty:ListFilters, 
guardduty:ListIPSets, 
guardduty:ListTagsForResource, 
guardduty:ListThreatIntelSets, 
macie:GetMacieSession, 
ram:GetResourceShareAssociations, 
ram:GetResourceShares, 
ses:GetConfigurationSet, 
ses:GetConfigurationSetEventDestinations, 
ses:ListConfigurationSets, 
sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration, 
sso:DescribePermissionSet, 
sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet, 
sso:ListPermissionSets, and 
sso:ListTagsForResource

今後このポリシーでは、指定さ
れた Amazon Athena データカ
タログの取得、AWS アカウン
ト内での Athena データカタロ
グのリスト作成、および Athena 
ワークグループまたはデータカ
タログリソースに関連付けられ
た、タグのリスト作成のための
アクセス許可を付与できます。
また、Amazon Detective 動作
グラフのリスト取得と、その動
作グラフのタグのリスト作成、
指定された AWS Glue 開発エン
ドポイント名のリストのリソー
スメタデータのリスト取得、
指定された AWS Glue 開発エ
ンドポイントに関する情報の取
得、AWS アカウント内のすべ
ての AWS Glue 開発エンドポイ
ントの取得、指定された AWS 
Glue セキュリティ設定の取得、
すべての AWS Glue セキュリ
ティ設定の取得、AWS Glue リ
ソースに関連付けられているタ
グリストの取得、指定された名
前の AWS Glue ワークグループ
に関する情報の取得、AWS アカ
ウント内のすべての AWS Glue 
クローラーリソースの名前の取
得、AWS アカウント内のすべて
の AWS Glue DevEndpoint リ
ソースの名前の取得、AWS アカ
ウント内のすべての AWS Glue 
ジョブリソースの名前のリスト
作成、AWS Glue のメンバーアカ
ウントの詳細の取得、アカウン
トで作成された AWS Glue ワー
クフロー名のリスト作成、およ
びアカウントで使用可能な AWS 
Glue ワークグループのリスト作
成も許可します。また、Amazon 
GuardDuty フィルタに関する詳
細の取得、GuardDuty IPSet の
取得、GuardDuty ThreatIntelSet 
の取得、GuardDuty メンバー
アカウントの取得、GuardDuty 
フィルタのリストの取
得、GuardDuty サービスの IPSet 
の取得、GuardDuty サービスの
タグの取得、および GuardDuty 
サービスの ThreatIntelSets の
取得、Amazon Macie アカウン
トの現在のステータスと設定の
取得、AWS Resource Access 
Manager (AWS RAM) リソース

2022 年 5 月 31 日
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共有のためのリソースとプリ
ンシパルの関連付けの取得や 
AWS RAM リソース共有の詳細
の取得、Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES) の既存
の設定セットに関する情報の取
得、Amazon SES 設定セットに
関連付けられているイベント送
信先のリストの取得、Amazon 
SES アカウントに関連付けら
れているすべての設定セットの
リスト作成、Identity センター
のディレクトリ属性のリスト取
得、AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On) アクセス許可セットの詳細
の取得、指定された IAM Identity 
Center 許可セットにアタッチさ
れている IAM 管理ポリシーの取
得、IAM Identity Center インスタ
ンス用の許可セットの取得、さ
らに、IAM Identity Center リソー
ス用のタグの取得も許可できま
す。

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
cloudformation:GetResource, 
cloudformation:ListResources, 
cloudtrail:GetEventDataStore, 
cloudtrail:ListEventDataStores, 
dax:DescribeParameterGroups, 
dax:DescribeParameters, 
dax:DescribeSubnetGroups, 
DMS:DescribeReplicationTasks, 
and organizations:ListPolicies

このポリシーでは、すべてまた
は指定された AWS CloudTrail イ
ベントデータストア (EDS) に関
する情報の取得、すべてまたは
指定された AWS CloudFormation 
リソースに関する情報の取
得、DynamoDB Accelerator 
(DAX) パラメータグループま
たはサブネットグループのリ
ストの取得、アクセス中の現
在のリージョンのアカウント
での AWS Database Migration 
Service (AWS DMS) レプリケー
ションタスクに関する情報の取
得、指定されたタイプの AWS 
Organizations でのすべてのポリ
シーの取得に対して、許可が付
与されるようになりました。

2022 年 4 月 7 日
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AWS_ConfigRole (p. 8103) – 追
加: cloudformation:GetResource, 
cloudformation:ListResources, 
cloudtrail:GetEventDataStore, 
cloudtrail:ListEventDataStores, 
dax:DescribeParameterGroups, 
dax:DescribeParameters, 
dax:DescribeSubnetGroups, 
DMS:DescribeReplicationTasks, 
and organizations:ListPolicies

このポリシーでは、すべてまた
は指定された AWS CloudTrail イ
ベントデータストア (EDS) に関
する情報の取得、すべてまたは
指定された AWS CloudFormation 
リソースに関する情報の取
得、DynamoDB Accelerator 
(DAX) パラメータグループま
たはサブネットグループのリ
ストの取得、アクセス中の現
在のリージョンのアカウント
での AWS Database Migration 
Service (AWS DMS) レプリケー
ションタスクに関する情報の取
得、指定されたタイプの AWS 
Organizations でのすべてのポリ
シーの取得に対して、許可が付
与されるようになりました。

2022 年 4 月 7 日
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: backup-
gateway:ListTagsForResource, 
backup-
gateway:ListVirtualMachines, 
batch:DescribeComputeEnvironments, 
batch:DescribeJobQueues, 
batch:ListTagsForResource, 
dax:ListTags, 
dms:DescribeCertificates, 
dynamodb:DescribeGlobalTable, 
dynamodb:DescribeGlobalTableSettings, 
ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules, 
ec2:DescribeClientVpnEndpoints, 
ec2:DescribeDhcpOptions, 
ec2:DescribeFleets, 
ec2:DescribeNetworkAcls, 
ec2:DescribePlacementGroups, 
ec2:DescribeSpotFleetRequests, 
ec2:DescribeVolumeAttribute, 
ec2:DescribeVolumes, 
eks:DescribeFargateProfile, 
eks:ListFargateProfiles, 
eks:ListTagsForResource, 
fsx:ListTagsForResource, 
guardduty:ListOrganizationAdminAccounts, 
kms:ListAliases, 
opsworks:DescribeLayers, 
opsworks:DescribeStacks, 
opsworks:ListTags, 
rds:DescribeDBClusterParameterGroups, 
rds:DescribeDBClusterParameters, 
states:DescribeActivity, 
states:ListActivities, 
wafv2:GetRuleGroup, 
wafv2:ListRuleGroups, 
wafv2:ListTagsForResource, 
workspaces:DescribeConnectionAliases, 
workspaces:DescribeTags, and 
workspaces:DescribeWorkspaces

このポリシーで
は、AWS Backup、AWS 
Batch、DynamoDB 
Accelerator、AWS Database 
Migration Service、Amazon 
DynamoDB、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2)、Amazon Elastic 
Kubernetes Service、Amazon 
FSx、Amazon GuardDuty、AWS 
Key Management Service、AWS 
OpsWorks、Amazon Relational 
Database Service、AWS 
WAFV2、および Amazon 
WorkSpaces に対する追加のアク
セス権限がサポートされるよう
になりました。

2022 年 3 月 14 日
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AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: backup-
gateway:ListTagsForResource, 
backup-
gateway:ListVirtualMachines, 
batch:DescribeComputeEnvironments, 
batch:DescribeJobQueues, 
batch:ListTagsForResource, 
dax:ListTags, 
dms:DescribeCertificates, 
dynamodb:DescribeGlobalTable, 
dynamodb:DescribeGlobalTableSettings, 
ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules, 
ec2:DescribeClientVpnEndpoints, 
ec2:DescribeDhcpOptions, 
ec2:DescribeFleets, 
ec2:DescribeNetworkAcls, 
ec2:DescribePlacementGroups, 
ec2:DescribeSpotFleetRequests, 
ec2:DescribeVolumeAttribute, 
ec2:DescribeVolumes, 
eks:DescribeFargateProfile, 
eks:ListFargateProfiles, 
eks:ListTagsForResource, 
fsx:ListTagsForResource, 
guardduty:ListOrganizationAdminAccounts, 
kms:ListAliases, 
opsworks:DescribeLayers, 
opsworks:DescribeStacks, 
opsworks:ListTags, 
rds:DescribeDBClusterParameterGroups, 
rds:DescribeDBClusterParameters, 
states:DescribeActivity, 
states:ListActivities, 
wafv2:GetRuleGroup, 
wafv2:ListRuleGroups, 
wafv2:ListTagsForResource, 
workspaces:DescribeConnectionAliases, 
workspaces:DescribeTags, and 
workspaces:DescribeWorkspaces

このポリシーで
は、AWS Backup、AWS 
Batch、DynamoDB 
Accelerator、AWS Database 
Migration Service、Amazon 
DynamoDB、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2)、Amazon Elastic 
Kubernetes Service、Amazon 
FSx、Amazon GuardDuty、AWS 
Key Management Service、AWS 
OpsWorks、Amazon Relational 
Database Service、AWS 
WAFV2、および Amazon 
WorkSpaces に対する追加のアク
セス権限がサポートされるよう
になりました。

2022 年 3 月 14 日
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: 
elasticbeanstalk:DescribeEnvironments, 
elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings, 
account:GetAlternateContact, 
organizations:DescribePolicy, 
organizations:ListParents, 
organizations:ListPoliciesForTarget, 
es:GetCompatibleElasticsearchVersions, 
rds:DescribeOptionGroups, 
rds:DescribeOptionGroups, 
es:GetCompatibleVersions, 
codedeploy:GetDeploymentConfig, 
ecr-public:GetRepositoryPolicy, 
access-
analyzer:GetArchiveRule, and 
ecs:ListTaskDefinitionFamilies

このポリシーは、Elastic 
Beanstalk 環境の詳細と、指定
された Elastic Beanstalk 設定
セットの設定内容に関する説
明の取得、OpenSearch また
は Elasticsearch バージョンの
マップの取得、データベースに
利用できる Amazon RDS オプ
ショングループの説明、および 
CodeDeploy デプロイ設定に関す
る情報の取得を実行する許可を
付与するようになりました。こ
のポリシーは、AWS アカウント
にアタッチされている指定され
た代替連絡先情報の取得、AWS 
Organizations ポリシーに関する
情報の取得、Amazon ECR リポ
ジトリポリシーの取得、アーカ
イブされた AWS Config ルール
に関する情報の取得、Amazon 
ECS タスク定義ファミリーの
リストの取得、指定された子組
織単位 (OU) またはアカウント
のルートまたは親 OU のリスト
化、および指定されたターゲッ
トルート、組織単位、またはア
カウントにアタッチされている
ポリシーのリスト化を実行する
許可も付与します。

2022 年 2 月 10 日
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AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: 
elasticbeanstalk:DescribeEnvironments, 
elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings, 
account:GetAlternateContact, 
organizations:DescribePolicy, 
organizations:ListParents, 
organizations:ListPoliciesForTarget, 
es:GetCompatibleElasticsearchVersions, 
rds:DescribeOptionGroups, 
rds:DescribeOptionGroups, 
es:GetCompatibleVersions, 
codedeploy:GetDeploymentConfig, 
ecr-public:GetRepositoryPolicy, 
access-
analyzer:GetArchiveRule, and 
ecs:ListTaskDefinitionFamilies

このポリシーは、Elastic 
Beanstalk 環境の詳細と、指定
された Elastic Beanstalk 設定
セットの設定内容に関する説
明の取得、OpenSearch また
は Elasticsearch バージョンの
マップの取得、データベースに
利用できる Amazon RDS オプ
ショングループの説明、および 
CodeDeploy デプロイ設定に関す
る情報の取得を実行する許可を
付与するようになりました。こ
のポリシーは、AWS アカウント
にアタッチされている指定され
た代替連絡先情報の取得、AWS 
Organizations ポリシーに関する
情報の取得、Amazon ECR リポ
ジトリポリシーの取得、アーカ
イブされた AWS Config ルール
に関する情報の取得、Amazon 
ECS タスク定義ファミリーの
リストの取得、指定された子組
織単位 (OU) またはアカウント
のルートまたは親 OU のリスト
化、および指定されたターゲッ
トルート、組織単位、またはア
カウントにアタッチされている
ポリシーのリスト化を実行する
許可も付与します。

2022 年 2 月 10 日

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: logs:CreateLogStream, 
logs:CreateLogGroup, and 
logs:PutLogEvent

このポリシーは、Amazon 
CloudWatch ロググループおよび
ストリームを作成し、作成した
ログストリームにログを書き込
むアクセス許可を付与するよう
になりました。

2021 年 12 月 15日

AWS_ConfigRole (p. 8103) – 
追加: logs:CreateLogStream, 
logs:CreateLogGroup, and 
logs:PutLogEvent

このポリシーは、Amazon 
CloudWatch ロググループおよび
ストリームを作成し、作成した
ログストリームにログを書き込
むアクセス許可を付与するよう
になりました。

2021 年 12 月 15 日
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: es:DescribeDomain, 
es:DescribeDomains, 
rds:DescribeDBParameters, and, 
elasticache:DescribeSnapshots

このポリシーは、今は 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン/
ドメインの詳細を取得する権限
と、特定の Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
DB パラメータグループの詳細な
パラメータリストを取得するア
クセスを許可します。このポリ
シーは、Amazon ElastiCache の
スナップショットの詳細を取得
するアクセスも許可します。

2021 年 9 月 8 日

AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: es:DescribeDomain, 
es:DescribeDomains, 
rds:DescribeDBParameters, and, 
elasticache:DescribeSnapshots

このポリシーは、今は 
Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) ドメイン/
ドメインの詳細を取得する権限
と、特定の Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
DB パラメータグループの詳細な
パラメータリストを取得するア
クセスを許可します。このポリ
シーは、Amazon ElastiCache の
スナップショットの詳細を取得
するアクセスも許可します。

2021 年 9 月 8 日

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: AWS リソースタイプに
対する logs:ListTagsLogGroup, 
states:ListTagsForResource, 
states:ListStateMachines, 
states:DescribeStateMachine お
よび 追加のアクセス許可

このポリシーは、ロググループ
のタグの一覧表示、ステート
マシンのタグの一覧表示、す
べてのステートマシンの一覧
表示を行うアクセスを許可し
ます。このポリシーでは、ス
テートマシンに関する詳細を
取得するアクセスを許可する
ようになりました。このポリ
シーは、Amazon EC2 Systems 
Manager (SSM)、Amazon Elastic 
Container Registry、Amazon 
FSx、Amazon Kinesis Data 
Firehose、Amazon Managed 
Streaming for Apache Kafka 
(Amazon MSK)、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS)、Amazon 
Route 53、Amazon 
SageMaker、Amazon Simple 
Notification Service、AWS 
Database Migration 
Service、AWS Global 
Accelerator、および AWS 
Storage Gateway に対して追加
のアクセス許可をサポートする
ようになりました。

2021 年 7 月 28 日
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AWS_ConfigRole (p. 8103) – 
追加: AWS リソースタイプに
対する logs:ListTagsLogGroup, 
states:ListTagsForResource, 
states:ListStateMachines, 
states:DescribeStateMachine、
および 追加のアクセス許可

このポリシーは、ロググループ
のタグの一覧表示、ステート
マシンのタグの一覧表示、す
べてのステートマシンの一覧
表示を行うアクセスを許可し
ます。このポリシーでは、ス
テートマシンに関する詳細を
取得するアクセスを許可する
ようになりました。このポリ
シーは、Amazon EC2 Systems 
Manager (SSM)、Amazon Elastic 
Container Registry、Amazon 
FSx、Amazon Kinesis Data 
Firehose、Amazon Managed 
Streaming for Apache Kafka 
(Amazon MSK)、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS)、Amazon 
Route 53、Amazon 
SageMaker、Amazon Simple 
Notification Service、AWS 
Database Migration 
Service、AWS Global 
Accelerator、および AWS 
Storage Gateway に対して追加
のアクセス許可をサポートする
ようになりました。

2021 年 7 月 28 日

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: AWS リソー
スタイプに対する 
ssm:DescribeDocumentPermission 
および 追加のアクセス許可

このポリシーは、AWS Systems 
Manager ドキュメントのアクセ
ス許可とIAM Access Analyzer に
関する情報の閲覧を許可するよ
うになりました。このポリシー
は、Amazon Kinesis、Amazon 
ElastiCache、Amazon 
EMR、AWS、Amazon Route 
53、Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
の追加の AWS Network Firewall 
リソースタイプをサポートする
ようになりました。これらのア
クセス許可の変更により、これ
らのリソースタイプのサポート
に必要な読み取り専用 API を 
AWS Config で呼び出すことがで
きるようになりました。また、
このポリシーは lambda-inside-
vpc AWS Config 管理ルールの 
Lambda@Edge 関数のフィルタ
リングもサポートするようにな
りました。

2021 年 6 月 8 日

8174

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config デベロッパーガイド
AWS マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: AWS リソー
スタイプに対する 
ssm:DescribeDocumentPermission 
および 追加のアクセス許可

このポリシーは、AWS Systems 
Manager ドキュメントのアクセ
ス許可とIAM Access Analyzer に
関する情報の閲覧を許可するよ
うになりました。このポリシー
は、Amazon Kinesis、Amazon 
ElastiCache、Amazon 
EMR、AWS、Amazon Route 
53、Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
の追加の AWS Network Firewall 
リソースタイプをサポートする
ようになりました。これらのア
クセス許可の変更により、これ
らのリソースタイプのサポート
に必要な読み取り専用 API を 
AWS Config で呼び出すことがで
きるようになりました。また、
このポリシーは lambda-inside-
vpc AWS Config 管理ルールの 
Lambda@Edge 関数のフィルタ
リングもサポートするようにな
りました。

2021 年 6 月 8 日

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: API Gateway に対し
て読み取り専用の GET 呼び
出しを行う apigateway:GET 
アクセス許可と、Amazon S3 
読み取り専用 API を呼び出
す s3:GetAccessPointPolicy 
アクセス許可と 
s3:GetAccessPointPolicyStatus 
アクセス許可

このポリシーは、API Gateway 
への読み取り専用 GET 呼び
出しを行えるようにするアク
セス許可を AWS Config に付
与し、API Gateway の AWS 
Config ルールをサポートする
ようになりました。また、こ
のポリシーは、AWS Config が 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) の読み取り専用 
API を呼び出せるようにするア
クセス許可も追加します。こ
れらのアクセス許可は新しい
AWS::S3::AccessPoint リ
ソースタイプをサポートするた
めに必要です。

2021 年 5 月 10 日
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AWS_ConfigRole (p. 8103)
– 追加: API Gateway に対し
て読み取り専用 GET 呼び出
しを行う apigateway:GET ア
クセス許可と、Amazon S3 
読み取り専用 API を呼び出
す s3:GetAccessPointPolicy 
アクセス許可と 
s3:GetAccessPointPolicyStatus 
アクセス許可

このポリシーは、API Gateway 
への読み取り専用 GET 呼び
出しを行えるようにするアク
セス許可を AWS Config に付
与し、API Gateway の AWS 
Config をサポートするよう
になりました。また、この
ポリシーは、AWS Config が 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) の読み取り専用 
API を呼び出せるようにするア
クセス許可も追加します。こ
れらのアクセス許可は新しい
AWS::S3::AccessPoint リ
ソースタイプをサポートするた
めに必要です。

2021 年 5 月 10 日

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8102)
– 追加: AWS リソースタイプに対
する ssm:ListDocuments アクセ
ス許可と追加のアクセス許可

このポリシーは、指定した AWS 
Systems Manager ドキュメン
トに関する情報を表示するア
クセス許可を付与します。こ
のポリシーは、AWS、Amazon 
Elastic File System、Amazon 
ElastiCache、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3)、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)、Amazon 
Kinesis、Amazon 
SageMaker、AWS Backup、お
よび Amazon Route 53 の追加の 
AWS Database Migration Service 
リソースタイプもサポートする
ようになりました。これらのア
クセス許可の変更により、これ
らのリソースタイプのサポート
に必要な読み取り専用 API を 
AWS Config で呼び出すことがで
きるようになりました。

2021 年 4 月 1 日
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変更 説明 日付

AWS_ConfigRole (p. 8103) – 追
加: AWS リソースタイプに対す
る ssm:ListDocuments アクセス
許可と追加のアクセス許可

このポリシーは、指定した AWS 
Systems Manager ドキュメン
トに関する情報を表示するア
クセス許可を付与します。こ
のポリシーは、AWS、Amazon 
Elastic File System、Amazon 
ElastiCache、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3)、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)、Amazon 
Kinesis、Amazon 
SageMaker、AWS Backup、お
よび Amazon Route 53 の追加の 
AWS Database Migration Service 
リソースタイプもサポートする
ようになりました。これらのア
クセス許可の変更により、これ
らのリソースタイプのサポート
に必要な読み取り専用 API を 
AWS Config で呼び出すことがで
きるようになりました。

2021 年 4 月 1 日

AWSConfigRole は廃止に AWSConfigRole は廃止さ
れました。交換ポリシーは
AWS_ConfigRole です。

2021 年 4 月 1 日

AWS Config は変更の追跡を開始
しました

AWS Config が AWS マネージド
ポリシーの変更の追跡を開始し
ました。

2021 年 4 月 1 日

AWS Config に割り当てられた IAM ロールのアクセス
許可
IAM ロールでは、アクセス許可のセットを設定できます。AWS Config は割り当てられたロールを引き受
けて、S3 バケットへの書き込み、SNS トピックへの公開、AWS リソースの設定詳細を取得するための
Describe または List API リクエストを行います。IAM ロールの詳細については、IAM ユーザーガイ
ドのIAM ロールを参照してください。

AWS Config コンソールを使用して IAM ロールを作成または更新すると、AWS Config は自動的に必要な
アクセス許可をアタッチします。詳細については、「コンソールによる AWS Config の設定 (p. 190)」を
参照してください。

目次
• IAM ロールのポリシーの作成 (p. 8178)

• ロールへの IAM 信頼ポリシーの追加 (p. 8178)
• S3 バケットの IAM ロールのポリシー (p. 8178)
• KMS キーの IAM ロールポリシー (p. 8179)
• Amazon SNS トピックの IAM ロールポリシー (p. 8179)
• 設定詳細を取得するための IAM ロールポリシー (p. 8180)

• S3 バケット記録のアクセス許可の管理 (p. 8180)
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IAM ロールのポリシーの作成
AWS Config コンソールを使用して IAM ロールを作成すると、AWS Config はロールに必要なアクセス許
可を自動的に適用します。

AWS CLI を使用して AWS Config を設定する場合、または既存の IAM ロールを更新する場合、S3 バケッ
トへのアクセス、SNS トピックへの発行、およびリソースの設定詳細を取得することを AWS Config に許
可するには、ポリシーを手動で更新する必要があります。

ロールへの IAM 信頼ポリシーの追加

リソースを追跡するロールを引き受けて使用することを AWS Config に許可する IAM 信頼ポリシーを作成
できます。信頼されたポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールに関する用語と概念」
を参照してください。

AWS Config ロールの信頼ポリシーの例を次に示します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": {  
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

上記の IAM ロールの信頼関係で AWS:SourceAccount 条件を使用して、特定のアカウントに代わって操
作を実行するときに、この AWS IAM ロールのみとやり取りするように Config サービスプリンシパルを制
限することができます。

AWS Config は AWS:SourceArn 条件もサポートしています。これは、所有アカウントに代わって操
作を実行するときに、その IAM ロールのみを引き受けるように Config サービスプリンシパルを制限し
ます。AWS Config サービスプリンシパルを使用しているときは、AWS:SourceArn プロパティが常に
arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:* に設定されます。この sourceRegion は
設定レコーダーのリージョンで、sourceAccountID は設定レコーダーが含まれるアカウントの ID で
す。AWS Config 設定レコーダーの詳細については、「設定レコーダーの管理」を参照してください。
例えば、以下の条件を追加して、アカウント 123456789012: "ArnLike": {"AWS:SourceArn": 
"arn:aws:config:us-east-1:123456789012:*"} にある us-east-1 リージョン内の設定レコー
ダーに代わって実行する場合にのみ、その IAM ロールを引き受けるように Config サービスプリンシパル
を制限します。

S3 バケットの IAM ロールのポリシー

次のポリシー例では、S3 バケットへのアクセス許可を AWS Config に付与します。

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
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      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "s3:PutObject", 
        "s3:PutObjectAcl" 
      ], 
      "Resource":[ 
        "arn:aws:s3:::myBucketName/prefix/AWSLogs/myAccountID/*" 
      ], 
      "Condition":{ 
        "StringLike":{ 
          "s3:x-amz-acl":"bucket-owner-full-control" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "s3:GetBucketAcl" 
      ], 
      "Resource":"arn:aws:s3:::myBucketName" 
    } 
  ]
}

KMS キーの IAM ロールポリシー

以下のポリシーの例では、S3 バケット配信用の新しいオブジェクトで KMS ベースの暗号化を使用するア
クセス許可を AWS Config に付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": "myKMSKeyARN" 
        } 
    ]
}

Amazon SNS トピックの IAM ロールポリシー

次のポリシーの例では、SNS トピックへのアクセス許可を AWS Config に付与します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement":  
   [ 
     { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":"sns:Publish", 
      "Resource":"mySNStopicARN" 
     } 
    ]
}

SNS トピックが暗号化されている場合、追加の設定手順については、Amazon Simple Notification Service 
デベロッパーガイドの「AWS KMS アクセス許可の設定」を参照してください。
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設定詳細を取得するための IAM ロールポリシー

AWS Config で AWS リソースの設定を記録するには、リソースの設定詳細を取得するための IAM アクセ
ス許可が必要です。

AWS マネージドポリシー AWS_ConfigRole を使用して、それをユーザーが AWS Config に割り当てる 
IAM ロールにアタッチします。AWS は、AWS Config が AWS リソースタイプに対するサポートを追加す
るたびにこのポリシーを更新します。これは、ロールにこのマネージドポリシーがアタッチされている限
り、AWS Config が設定詳細を取得するために必要な許可を保持し続けることを意味します。

コンソールでロールを作成または更新すると、AWS Config は AWS_ConfigRole をアタッチします。

AWS CLI を使用する場合は、attach-role-policy コマンドを使用して AWS_ConfigRole の Amazon 
リソースネーム (ARN) を指定します。

$ aws iam attach-role-policy --role-name myConfigRole --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/AWS_ConfigRole

S3 バケット記録のアクセス許可の管理
S3 バケットが作成、更新、または削除されると、AWS Config はそれを記録し、通知します。

AWSServiceRoleForConfig (AWS Config のサービスにリンクされたロールの使用 (を参照) または
AWS_ConfigRole管理ポリシーを活用するカスタム IAM ロールのいずれかを使用することをお勧めしま
す。設定記録のベストプラクティスの詳細については、AWS Config のベストプラクティスを参照してく
ださい。

バケット記録のオブジェクトレベルのアクセス許可を管理する必要がある場合は、S3 バケットポリシー
を見て、AWS_ConfigRole マネージドポリシーから config.amazonaws.com (AWS Config サービスプ
リンシパル名) アクセスがすべての S3 関連のアクセス許可に対して提供されていることを確認してくださ
い。詳細については、Amazon S3 バケットのアクセス許可を参照してください。

Amazon S3 バケットのアクセス許可
デフォルトでは、すべての Amazon S3 バケットとオブジェクトはプライベートです。リソース所有者お
よびバケットを作成した AWS アカウントのみが、バケットにアクセスできます。ただし、リソース所有
者は、他のリソースとユーザーにアクセス許可を付与することを選択できます。これを行う 1 つの方法と
して、アクセスポリシーを記述します。

AWS Config が自動的に Amazon S3 バケットを作成する場合 (AWS Config コンソールを使用して配信
チャネルを設定する場合など)、これらのアクセス許可は自動的に Amazon S3 バケットに追加されます。
ただし、既存の Amazon S3 バケットを指定した場合は、S3 バケットのアクセス許可が正しいことを確認
する必要があります。

Note

オブジェクトはバケットからアクセス許可を継承しません。例えば、バケットを作成してユー
ザーに書き込みアクセスを許可した場合、そのユーザーから明示的にアクセスが許可されない限
り、そのユーザーのオブジェクトにアクセスできません。

目次
• IAM ロールの使用時に Amazon S3 バケットに必要なアクセス許可 (p. 8181)
• サービスでリンクされたロールの使用時に Amazon S3 バケットに必要なアクセス許可 (p. 8181)
• Amazon S3 バケットへのアクセス許可を AWS Config に与える (p. 8181)
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IAM ロールの使用時に Amazon S3 バケットに必要なアクセス許
可
AWS Config がアカウントの Amazon S3 バケットに設定情報 (履歴ファイルやスナップショット) を送信
する場合、AWS Config の設定時に割り当てた IAM ロールを引き受けます。AWS Config が別のアカウ
ントの Amazon S3 バケットに設定情報を送信する場合、最初に IAM ロールの使用を試行します。ただ
し、バケットのアクセスポリシーが IAM ロールへの WRITE アクセス許可を付与しない場合、この試行
は失敗します。この場合、AWS Config は再度情報を送信しますが、今回は AWS Config サービスプリ
ンシパルとして送信します。配信が正常に実行される前に、アクセスポリシーは WRITE アクセス許可を
config.amazonaws.com プリンシパル名に付与する必要があります。 AWS Config は S3 バケットに配
信するオブジェクトの所有者になります。Amazon S3 バケットへのアクセスを AWS Config に付与するに
は、以下のステップ 6 で説明したアクセスポリシーを別のアカウントの Amazon S3 バケットにアタッチ
する必要があります。

AWS Config が Amazon S3 バケットにログを配信する前に、AWS Config は、そのバケットが存在す
るかどうか、およびどの AWS リージョンにバケットがあるか確認します。AWS Config は Amazon 
S3 HeadBucket API を呼び出して、バケットが存在するかどうかの確認と、バケットのリージョンの
取得を試みます。場所を確認するときに、バケットを見つけるアクセス許可が付与されていない場合
は、AccessDenied エラーが AWS CloudTrail ログに記録されます。ただし、バケットの場所へのアクセ
ス許可を付与しない場合、Amazon S3 バケットへのログ配信は成功します。

Note

Amazon S3 HeadBucket API にアクセス許可を与えるには、以下のステップ 6 で説明するよう
に、s3:ListBucket アクションを Sid AWSConfigBucketExistenceCheck として実行する
アクセス許可を指定します。

サービスでリンクされたロールの使用時に Amazon S3 バケット
に必要なアクセス許可
AWS Config サービスにリンクされたロールには、Amazon S3 バケットにオブジェクトを配置するアクセ
ス許可がありません。したがって、お客様が AWS Config サービスにリンクされたロールを使用して設定
した場合、AWS Config は代わりにAWS Config サービスプリンシパルとして設定項目を送信します。お客
様は以下のステップ 6 で説明したアクセスポリシーを自分のアカウント中の Amazon S3 バケットへ添付
するか、別のアカウントを Amazon S3 バケットに AWS Config アクセスするのを許可するかする必要が
あります。

Amazon S3 バケットへのアクセス許可を AWS Config に与える
自分のアカウントまたは別のアカウントの Amazon S3 バケットにアクセスポリシーを追加するには、以
下のステップを実行します。このアクセスポリシーにより、AWS Config から Amazon S3 バケットに設定
情報を送信できるようになります。

1. S3 バケットがあるアカウントを使用して AWS Management Console にサインインします。
2. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
3. AWS Config で設定項目の配信に使用するバケットを選択し、Properties(プロパティ) を選択します。
4. [Permissions] (アクセス許可) を選択します。
5. Edit Bucket Policy を選択します。
6. 次のポリシーを Bucket Policy Editor ウィンドウ内にコピーします。

Important

AWS Config から Amazon S3 バケットへのアクセスを許可する場合のセキュリティのベスト
プラクティスとして、バケットポリシーで AWS:SourceAccount 条件を使用してアクセス
を制限することを強くお勧めします。既存のバケットポリシーがこのセキュリティのベスト
プラクティスに従わない場合は、この保護を含めるようにバケットポリシーを編集すること
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を強くお勧めします。これにより、AWS Config は想定されるユーザーにのみアクセス権が
付与されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSConfigBucketPermissionsCheck", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "s3:GetBucketAcl", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::targetBucketName", 
      "Condition": {  
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSConfigBucketExistenceCheck", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::targetBucketName", 
      "Condition": {  
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSConfigBucketDelivery", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::targetBucketName/[optional] prefix/
AWSLogs/sourceAccountID/Config/*", 
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Note

AWS Config は AWS が所有していますが、AWS アカウントの 1 つ、またはお客様のAWS 
組織内でリンクされたアカウントに特別に属するものではありません。これは、AWS Config 
が構成項目を AWS Config サービスプリンシパル (セットアップ時に割り当てた IAM ロール
などとして送信する場合、AWS Config はバケットへの WRITE アクセス権がないか、または 
AWS Config をセットアップしてサービスにリンクされたロールを使用する場合)、サービス
は組織 ID または組織ユニットベースの条件では機能しません。
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Note

AWS Config サービスプリンシパル名 (SPN) ではなく、IAM ロールにアクセス許可を与える
場合、クロスアカウントバケットで IAM ロールに PutObjectACL アクセス許可が与えられ
ていることを確認し、不十分なアクセス許可エラーが発生しないようにしてください。 S3 
バケットの IAM ロールのポリシー (p. 8178) で IAM ロールのポリシーの例を参照してくださ
い。

7. バケットポリシーの以下の値を置き換えます。

• targetBucketName – AWS Config から設定を配信する先の Amazon S3 バケット名。
• [optional] prefix – オプションで Amazon S3 にオブジェクトキーに追加するプレフィック

ス。バケット内でフォルダのような構成を作成するのに役立ちます。
• sourceAccountID-WithoutHyphens – AWS Config がターゲットバケットに設定項目を配信す

るためのアカウントの ID。
8. Save、Close の順に選択します。

上記の Amazon S3 バケットポリシーの AWS:SourceAccount 条件を使用し Config サービスプリンシパ
ルが特定のアカウントに代わってオペレーションを実行するときに、 Amazon S3 バケットのみと交信す
るように制限することができます。AWS Config 同じ組織から多くのアカウントを設定して設定アイテム
を単一の Amazon S3 バケットに配信する予定があるのであれば、サービスにリンクされたロールではな
く IAM ロールを使用してなどの条件キーを使うことをお勧めします。そうすれば AWS Organizations のよ
うな AWS:PrincipalOrgID 条件キーが使えます。AWS Config とともに使用する IAM ロールのアクセス
権限の管理の詳細については、[AWS Config に割り当てられている IAM ロールのアクセス許可]を参照して
ください。AWS Organizations のためのアクセス許可の管理の詳細については、「お客様の AWS 組織の
アクセス許可」を参照してください。

特定のAWS Config 配信チャネルの代わりにオペレーションを実行するときに、AWS:SourceArn は
設定 サービスプリンシパルが Amazon S3 バケットとだけ交信するように制限するAWS Config 条件も
サポートします。AWS Config サービスプリンシパルを使用する場合、AWS:SourceArn プロパティ
は常に arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:* が配信チャネルのリージョンがあ
る sourceRegion に設定され、sourceAccountID は配信チャネルを含むアカウントの ID になりま
す。AWS Config 配信チャンネルの詳細については、「配信チャネルの管理」を参照してください。たと
えば、以下の条件を追加すると、アカウント us-east-1の 123456789012リージョン中の送信チャンネ
ルに代わってのみ、Config サービスプリンシパルが Amazon S3 バケットと交信するように制限します:
"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:*"}。

KMS キーのアクセス許可
S3 バケット配信用の AWS Config によって配信されるオブジェクトで、KMS ベースの暗号化を使用可能
にする S3 バケットの AWS KMS キーに関するポリシーを作成する場合は、このトピックの情報を参考に
してください。

目次
• IAM ロールの使用時 (S3 バケット配信) に KMS キーに必要なアクセス許可 (p. 8183)
• サービスでリンクされたロールの使用時 (S3 バケット配信) の AWS KMS キーに必要なアクセス許

可 (p. 8184)
• AWS Config に AWS KMS キーへのアクセス権の付与する (p. 8184)

IAM ロールの使用時 (S3 バケット配信) に KMS キーに必要なア
クセス許可
IAM ロールを使用して AWS Config をセットアップする場合、以下のアクセス許可ポリシーを KMS キー
に適用することができます。
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{ 
    "Id": "Policy_ID", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSConfigKMSPolicy", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*myKMSKeyARN*", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "account-id1", 
                    "account-id2", 
                    "account-id3" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

Note

IAM ロール、Amazon S3 バケットポリシー、または AWS KMS キーが適切なアクセスを AWS 
Config に提供しないと Amazon S3 バケットに設定情報を AWS Config が送信しようとしても失
敗します。この場合、AWS Config は再度情報を送信しますが、今回は AWS Config サービスプ
リンシパルとして送信します。この場合、にキーを使用するアクセスを許可するには以下で説明
するアクセス許可ポリシーを AWS KMS キーに添付し、AWS Config が Amazon S3 バケットに
情報を配信するときに、そのキーを使用するためのアクセスを許可する必要があります。

サービスでリンクされたロールの使用時 (S3 バケット配信) の 
AWS KMS キーに必要なアクセス許可
AWS Config サービスにリンクされたロールには、AWS KMS キーへのアクセス権限がありません。した
がって、お客様が AWS Config サービスにリンクされたロールを使用して設定した場合、AWS Config は
代わりにAWS Config サービスプリンシパルとして情報を送信します。Amazon S3 バケットに情報を発信
するため、AWS Config に AWS KMS キーを使用するアクセス許可を付与するには、以下で説明している
ように AWS KMS キーにアクセスポリシーを添付する必要があります。

AWS Config に AWS KMS キーへのアクセス権の付与する
このポリシーでは、AWS Config によって Amazon S3 バケットに情報を配信する際に AWS KMS キーを
使用できます。

{ 
    "Id": "Policy_ID", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSConfigKMSPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "config.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
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            ], 
            "Resource": "myKMSKeyARN", 
            "Condition": {  
                "StringEquals": { 
                    "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

キーポリシーの以下の数値を置き換えます。

• myKMSKeyARN — AWS KMS が構成項目を送る Amazon S3 バケット中のデータを暗号化するために使
用される AWS Config キーの ARN。

• sourceAccountID – AWS Config がターゲットバケットに設定項目を配信するアカウントの ID。

上記の AWS:SourceAccount キーポリシーの AWS KMS 条件を使用して、Config サービスプリンシパル
が特定のアカウントに代わってオペレーションを実行するときにのみ AWS KMS キーと交信するように制
限できます。

AWS Config は、設定サービスプリンシパルが特定の AWS:SourceArn 配信チャネルに代わってオペ
レーションを実行するときに、Amazon S3 バケットとだけ交信するように制限する AWS Config 条件
もサポートします。AWS Config サービスプリンシパルを使用する場合、AWS:SourceArn プロパティ
は常に arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:* が配信チャネルのリージョンがあ
る sourceRegion に設定され、sourceAccountID は配信チャネルを含むアカウントの ID になりま
す。AWS Config 配信チャンネルの詳細については、「配信チャネルの管理」を参照してください。たと
えば、以下の条件を追加すれば、アカウント us-east-1 の 123456789012 リージョンでの配信チャネ
ルに代わってのみ Config サービスプリンシパルが Amazon S3 バケットと交信するように制限されます:
"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:*"}。

Amazon SNS トピックへのアクセス許可
このトピックでは、別のアカウントが所有する Amazon SNS トピックを配信するように AWS Config を
設定する方法を説明します。AWS Config は、Amazon SNS トピックに通知を送信するのに必要なアク
セス許可を持っている必要があります。同じアカウント設定の場合、AWS Config コンソールは Amazon 
SNS トピックを作成するか、自分のアカウントから Amazon SNS トピックを選択すると、AWS Config は 
Amazon SNS トピックに必要なアクセス許可が含まれており、セキュリティのベストプラクティスに従っ
ていることを確認します。

Note

AWS Config では現在、同じリージョン内および複数アカウントにわたるアクセスのみがサポー
トされます。AWS Systems Manager (SSM) ドキュメントの修正に使用された SNS トピックまた
はレコーダーの配信チャネルはリージョンを跨ぐことはできません。

目次
• IAM ロール使用時に Amazon SNS トピックに必要なアクセス許可 (p. 8186)
• サービスでリンクされたロールを使用する際 Amazon SNS トピックに必要なアクセス許可 (p. 8186)
• Amazon SNS トピックへのアクセスを AWS Config に許可します。 (p. 8187)
• Amazon SNS トピックのトラブルシューティング (p. 8188)
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IAM ロール使用時に Amazon SNS トピックに必要なアクセス許
可
アクセス許可ポリシーは、別のアカウントが所有する Amazon SNS トピックに適用できます。他のアカウ
ントから Amazon SNS トピックを使用する場合は、既存の Amazon SNS トピックに以下のポリシーを適
用します。

{ 
  "Id": "Policy_ID", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSConfigSNSPolicy", 
      "Action": [ 
        "sns:Publish" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:myTopic", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "account-id1", 
          "account-id2", 
          "account-id3" 
        ] 
      } 
    } 
  ]
}

Resource キーの場合、account-id はトピック所有者の AWS アカウント番号です。account-
id1、account-id2、および account-id3 には、Amazon SNS トピックにデータを送信する AWS ア
カウントを使用します。region と myTopic は適切な値に置き換えることができます。

AWS Config が Amazon SNS トピックに通知を送信する場合、最初に IAM ロールの使用を試行しますが、
ロールまたは AWS アカウントにトピックに送信するアクセス許可がない場合、この試行は失敗します。
この場合、AWS Config は再度通知を送信しますが、今回は AWS Config サービスプリンシパル名 (SPN) 
となります。配信が正常に実行される前に、オピックのためのアクセスポリシーは sns:Publish プリン
シパル名にconfig.amazonaws.com アクセスを許可する必要があります。IAM ロールにトピックへの公
開権限がない場合、AWS Config に Amazon SNS トピックへのアクセスを許可するには、次のセクション
で説明するアクセスポリシーを、Amazon SNS トピックに添付する必要があります。

サービスでリンクされたロールを使用する際 Amazon SNS ト
ピックに必要なアクセス許可
AWS Config サービスにリンクされたロールには、Amazon SNS トピックへのアクセス権限がありませ
ん。したがって、お客様が AWS Config サービスにリンクされたロール (SLR) を使用して設定した場
合、AWS Config は代わりにAWS Config サービスプリンシパルとして情報を送信します。Amazon SNS 
トピックに情報を送信するためのアクセスをAWS Config に許可するには、以下に説明するアクセスポリ
シーを Amazon SNS トピックに添付する必要があります。

同じアカウント設定の場合、Amazon SNS トピックと SLR が同じアカウントにあり、Amazon SNS ポリ
シーが SLR に「sns:Publish」を許可する場合、AWS Config SPN を使用する必要はありません。以下
のアクセス許可ポリシーとセキュリティのベストプラクティスの推奨事項は、クロスアカウント設定のた
めのものです。
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Amazon SNS トピックへのアクセスを AWS Config に許可しま
す。
このポリシーでは、AWS Config に Amazon SNS トピックの通知の送信を許可します。AWS Config に別
のアカウントから Amazon SNS トピックへのアクセスを許可するには、以下のアクセス許可ポリシーを添
付する必要があります。

Note

セキュリティのベストプラクティスとして、AWS:SourceAccount 条件に記載されているアカウ
ントへのアクセスを制限することにより、AWS Config が想定するユーザーのみがリソースにア
クセスすることを強くお勧めします。

{
"Id": "Policy_ID",
"Statement": [ 
  { 
    "Sid": "AWSConfigSNSPolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "config.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sns:Publish", 
      "Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:myTopic", 
        "Condition" : { 
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": [ 
            "account-id1", 
            "account-id2", 
            "account-id3" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Resource キーの場合、account-id はトピック所有者の AWS アカウント番号です。account-
id1、account-id2、および account-id3 には、Amazon SNS トピックにデータを送信する AWS ア
カウントを使用します。region と myTopic は適切な値に置き換えることができます。

前述の Amazon SNS トピックポリシーの AWS:SourceAccount 条件を使い、特定のアカウントに代わっ
て AWS Config サービスプリンシパル名 (SPN) がオペレーションを実行する際に Amazon SNS トピック
のみとやり取りするように制限できます。

また、AWS Config では特定の AWS Config 配信チャネルの代わりにオペレーションを実行するときに
のみ、AWS Config サービスプリンシパル名 (SPN) が S3 バケットとだけやり取りするように制限する
AWS:SourceArn 条件をサポートします。AWS Config サービスプリンシパル名 (SPN) を使用する場
合、AWS:SourceArn プロパティは常に arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:*
が配信チャネルのリージョンがある sourceRegion に設定され、sourceAccountID は配信チャネル
を含むアカウントの ID になります。AWS Config 配信チャネルの詳細については、「配信チャネルの管
理」を参照してください。例えば、以下の条件を追加すると、アカウント 123456789012: "ArnLike": 
{"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:*"} の us-east-1 リージョ
ン中の送信チャネルに代わることに限り、AWS Config サービスプリンシパル名 (SPN) が S3 バケットと
交信するように制限します。
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Amazon SNS トピックのトラブルシューティング
AWS Config には、Amazon SNS トピックに通知を送信するためのアクセス許可が必要です。Amazon 
SNS トピックで通知を受け取ることができない場合は、想定されたいた AWS Config の IAM ロールに必
要な sns:Publish アクセス許可が付与されていることを確認します。

AWS Config アイデンティティとアクセスに関するト
ラブルシューティング
次の情報は、AWS Config と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立
ちます。

トピック
• AWS Config でアクションを実行する権限がない (p. 8188)
• iam:PassRole を実行する権限がありません (p. 8188)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに AWS Config リソースへのアクセスを許可したい (p. 8189)

AWS Config でアクションを実行する権限がない
アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、そのアクションを実行できるように
ポリシーを更新する必要があります。

以下のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-widget
リソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の config:GetWidget 許可がないという場
合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 config:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo のポリシーでは、my-example-widget アクションを使用して config:GetWidget
リソースにアクセスすることを許可するように更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam:PassRole を実行する権限がありません
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
AWS Config にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールやサービスにリンクされたロールを作成せずに、既
存のロールをサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す許可が必要です。

以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS Config でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。
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自分の AWS アカウント 以外のユーザーに AWS Config リソース
へのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリシーまた
はアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへ
のアクセスを付与できます。

詳細については、以下をご参照ください。

• AWS Config がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、AWS Config と IAM の連携
について (p. 8086) をご参照ください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドの「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供」
を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細について
は、IAM ユーザーガイドの IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点を参照してください。

AWS Config のサービスにリンクされたロールの使用
AWS Config は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Config に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールで
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Config による事前定義済みのロールであり、ユーザーに代
わってサービスから他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべての許可を備えています。

サービスリンクロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるため、AWS 
Config の設定が簡単になります。AWS Config は、このサービスリンクロールのアクセス許可を定義しま
す。特に定義されている場合を除き、AWS Config のみがそのロールを引き受けることができます。定義
されたアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれ、そのアクセス許可ポリシーを
他の IAM エンティティに添付することはできません。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、IAM で機能する AWS サービ
スを参照し、サービスにリンクされたロール列ではいのサービスを探してください。そのサービスに関す
るサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示するには、リンクが設定されている [Yes] (はい) 
を選択します。

AWS Config のサービスにリンクされたロールのアクセス許可
AWS Config では、サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForConfig を使用します。AWS 
Config。このロールは、このサービスにリンクされたロールを使用して、お客様に代わって他の AWS の
サービスを呼び出します。

AWSServiceRoleForConfig サービスにリンクされたロールは、config.amazonaws.com のサービスを信
頼し、ロールを引き受けます。

AWSServiceRoleForConfig ロールのアクセス許可ポリシーには、AWS Config リソースに対する読
み取り専用と書き込み専用のアクセス許可と、AWS Config がサポートする他のサービスのリソースへの
読み取り専用のアクセス許可が含まれます。AWSServiceRoleForConfig 管理ポリシーを確認するには、
「AWS Config 用の AWS 管理ポリシー」を参照してください。詳細については、「サポートされているリ
ソースタイプ (p. 11)」を参照してください。
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サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「サービスにリンクされたロールの許可」を参照してください。

AWS Config を使用してサービスにリンクされたロールを使用するには、Amazon S3 バケット および 
Amazon SNS トピックのアクセス許可を設定する必要があります。詳細については、サービスでリンク
されたロールの使用時に Amazon S3 バケットに必要なアクセス許可 (p. 8181)、サービスでリンクされた
ロールの使用時 (S3 バケット配信) の AWS KMS キーに必要なアクセス許可 (p. 8184)、およびサービスで
リンクされたロールを使用する際 Amazon SNS トピックに必要なアクセス許可 (p. 8186)を参照してくだ
さい。

AWS Config のサービスにリンクされたロールの作成
IAM CLI または IAM API で、config.amazonaws.com サービス名でサービスリンクロールを作成しま
す。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの作成」を参照してくださ
い。このサービスにリンクされたロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一度ロール
を作成できます。

AWS Config のサービスにリンクされたロールの編集
AWS Config では、AWSServiceRoleForConfig のサービスにリンクされたロールを編集することはできま
せん。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可
能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集は
できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの編集」を参照
してください。

AWS Config のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。

Note

リソースを削除する際に、AWS Config のサービスでロールが使用されている場合、削除は失敗
することがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForConfig によって使われる AWS Config リソースを削除する方法

サービスにリンクされたロールを使用して、ConfigurationRecorders がないことを確認します。設定
レコーダーを停止するには、AWS Config コンソールを使用します。記録を停止するには、[Recording is 
on] (記録はオン) の [Turn off] (無効) を選択します。

ConfigurationRecorder は、AWS Config API を使用して削除することができます。削除するに
は、delete-configuration-recorder コマンドを使用します。

        $ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-
name default
      

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、IAM CLI、または IAM API を使用して、AWSServiceRoleForConfig サービスにリンクさ
れたロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールの削除」
を参照してください。
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AWS Config でのログ記録とモニタリング
AWS Config は AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、ユーザーやロール、または AWS 
の AWS Config のサービスによって実行されたアクションをレコードするサービスです。モニタリング
は、AWS Config と AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分で
す。

トピック
• AWS CloudTrail を使用した AWS Config API コールのログ記録 (p. 8191)
• モニタリング (p. 8198)

AWS CloudTrail を使用した AWS Config API コールの
ログ記録
CloudTrail は、AWS Config のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされ
た呼び出しには、AWS Config コンソールの呼び出しと、AWS Config API オペレーションへのコード呼
び出しが含まれます。証跡を作成する場合は、AWS Config のイベントなど、Amazon S3 バケットへの 
CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます 証跡を設定しない場合でも、CloudTrail 
コンソールの [Event history (イベント履歴) ] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail によって収集
された情報を使用して、AWS Config に対して行われた要求、要求が行われた IP アドレス、要求を行った
人、要求が行われた日時、および追加の詳細を判別できます。

CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrailユーザーガイド」を参照してください。

トピック
• AWS ConfigCloudTrail での 情報 (p. 8191)
• AWS Config ログファイルエントリの概要 (p. 8192)
• ログファイルの例 (p. 8192)

AWS ConfigCloudTrail での 情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。AWS Config でアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは [Event history (イベント履歴)] で AWS のその他のサービスの
イベントと共に CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検
索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照し
てください。

AWS のイベントなど、AWS Config アカウントのイベントの継続的なレコードについては、追跡を作成し
ます。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョン に適用されます 証跡は、AWS 
パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットに
ログファイルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、そ
れに基づく対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してく
ださい。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

CloudTrail ログファイルを受け取る」

8191

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html#cloudtrail-aws-service-specific-topics-integrations
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/getting_notifications_top_level.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html


AWS Config デベロッパーガイド
ログ記録

すべての AWS Config オペレーションは CloudTrail によってログに記録され、AWS Config API リ
ファレンスに記録されます。例えば、DeliverConfigSnapshot、DeleteDeliveryChannel、および
DescribeDeliveryChannels などのオペレーションを呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生
成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか。

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

AWS Config ログファイルエントリの概要
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できま
す。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソース
からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラ
メータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたス
タックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

ログファイルの例
CloudTrail ログエントリの例については、以下のトピックを参照してください。

目次
• DeleteDeliveryChannel (p. 8192)
• DeliverConfigSnapshot (p. 8193)
• DescribeConfigurationRecorderStatus (p. 8193)
• DescribeConfigurationRecorders (p. 8194)
• DescribeDeliveryChannels (p. 8194)
• GetResourceConfigHistory (p. 8195)
• PutConfigurationRecorder (p. 8196)
• PutDeliveryChannel (p. 8196)
• StartConfigurationRecorder (p. 8197)
• StopConfigurationRecorder (p. 8197)

DeleteDeliveryChannel
次の例は、DeleteDeliveryChannel オペレーションのCloudTrail ログファイルです。

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
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      "eventTime": "2014-12-11T18:32:57Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "DeleteDeliveryChannel", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "10.24.34.0", 
      "userAgent": "aws-internal/3", 
      "requestParameters": { 
        "deliveryChannelName": "default" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "207d695a-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "5dcff7a9-e414-411a-a43e-88d122a0ad4a", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

DeliverConfigSnapshot

次の例は、 DeliverConfigSnapshot オペレーションの CloudTrail ログエントリです。

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ:Config-API-Test", 
        "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JaneDoe/Config-API-Test", 
        "accountId": "111111111111", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
          "attributes": { 
            "mfaAuthenticated": "false", 
            "creationDate": "2014-12-11T00:58:42Z" 
          }, 
          "sessionIssuer": { 
            "type": "Role", 
            "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ", 
            "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JaneDoe", 
            "accountId": "111111111111", 
            "userName": "JaneDoe" 
          } 
        } 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T00:58:53Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "DeliverConfigSnapshot", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "10.24.34.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "deliveryChannelName": "default" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "configSnapshotId": "58d50f10-212d-4fa4-842e-97c614da67ce" 
      }, 
      "requestID": "e0248561-80d0-11e4-9f1c-7739d36a3df2", 
      "eventID": "3e88076c-eae1-4aa6-8990-86fe52aedbd8", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      recipientAccountId": "111111111111" 
    }

DescribeConfigurationRecorderStatus

次の例は、DescribeConfigurationRecorderStatus オペレーションの CloudTrail ログファイルです。
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{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:44Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "DescribeConfigurationRecorderStatus", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": null, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "8442f25d-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "a675b36b-455f-4e18-a4bc-d3e01749d3f1", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

DescribeConfigurationRecorders

次の例は、DescribeConfigurationRecorders オペレーションの CloudTrail ログファイルです。

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:34:52Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "DescribeConfigurationRecorders", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": null, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "6566b55c-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "6259a9ad-889e-423b-beeb-6e1eec84a8b5", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

DescribeDeliveryChannels

次の例は、DescribeDeliveryChannels オペレーションの CloudTrail ログファイルです。

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
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        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:02Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "DescribeDeliveryChannels", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": null, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "6b6aee3f-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "3e15ebc5-bf39-4d2a-8b64-9392807985f1", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

GetResourceConfigHistory
次の例は、GetKeyPolicy オペレーションの CloudTrail ログファイルです。

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ:Config-API-Test", 
        "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JaneDoe/Config-API-Test", 
        "accountId": "111111111111", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
          "attributes": { 
            "mfaAuthenticated": "false", 
            "creationDate": "2014-12-11T00:58:42Z" 
          }, 
          "sessionIssuer": { 
            "type": "Role", 
            "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ", 
            "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JaneDoe", 
            "accountId": "111111111111", 
            "userName": "JaneDoe" 
          } 
        } 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T00:58:42Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "GetResourceConfigHistory", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "10.24.34.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "resourceId": "vpc-a12bc345", 
        "resourceType": "AWS::EC2::VPC", 
        "limit": 0, 
        "laterTime": "Dec 11, 2014 12:58:42 AM", 
        "earlierTime": "Dec 10, 2014 4:58:42 PM" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "d9f3490d-80d0-11e4-9f1c-7739d36a3df2", 
      "eventID": "ba9c1766-d28f-40e3-b4c6-3ffb87dd6166", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "111111111111" 
      }
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PutConfigurationRecorder
次の例は、PutConfigurationRecorder オペレーションの CloudTrail ログファイルです。

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:23Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "PutConfigurationRecorder", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "configurationRecorder": { 
          "name": "default", 
          "roleARN": "arn:aws:iam::222222222222:role/config-role-pdx" 
        } 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "779f7917-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "c91f3daa-96e8-44ee-8ddd-146ac06565a7", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

PutDeliveryChannel
以下の例は、PutDeliveryChannel オペレーションの CloudTrail ログファイルです。

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:33:08Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "PutDeliveryChannel", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "deliveryChannel": { 
          "name": "default", 
          "s3BucketName": "config-api-test-pdx", 
          "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:222222222222:config-api-test-pdx" 
        } 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "268b8d4d-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "b2db05f1-1c73-4e52-b238-db69c04e8dd4", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
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      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

StartConfigurationRecorder
次の例は、StartConfigurationRecorder オペレーションの CloudTrail ログファイルです。

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:34Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "StartConfigurationRecorder", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "configurationRecorderName": "default" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "7e03fa6a-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "55a5507f-f306-4896-afe3-196dc078a88d", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

StopConfigurationRecorder
次の例は、StopConfigurationRecorder オペレーションの CloudTrail ログファイルです。

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:13Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "StopConfigurationRecorder", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "configurationRecorderName": "default" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "716deea3-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "6225a85d-1e49-41e9-bf43-3cfc5549e560", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }
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モニタリング
他の AWS のサービスを使用して、AWS Config のリソースをモニタリングできます。

• Amazon Simple Notification Service (SNS) を使用すると、ユーザーの API アクティビティの結果とし
て、サポートされている AWS リソースが作成、更新、または変更されるたびに、通知を受け取ること
ができます。

• Amazon CloudWatch Events を使用すると、AWS Config イベントのステータスで変更を検出し対応す
ることができます。

トピック
• Amazon SQS を使用した AWS リソースの変更のモニタリング (p. 8198)
• Amazon EventBridge を使用した AWS Config のモニタリング (p. 8199)

Amazon SQS を使用した AWS リソースの変更のモニタリング
AWS Config では Amazon Simple Notification Service (SNS) を使用して、ユーザーの API アクティビティ
の結果として、サポートされている AWS リソースが作成、更新、または変更されるたびに、通知を受け
取ることができます。ただし、特定のリソースの設定変更以外の情報は必要ない場合もあります。例え
ば、第三者によるセキュリティグループの設定変更を知ることは重要であっても、Amazon EC2 インスタ
ンスのタグの変更を逐一知る必要はないでしょう。または、特定のリソースの更新時に特定のアクション
を実行するプログラムを記述する場合があります。例えば、セキュリティグループの設定の変更時に、特
定のワークフローを開始する場合があります。このような方法で AWS Config のデータをプログラムで使
用する場合は、Amazon SNS の通知エンドポイントとして Amazon Simple Queue Service キューを使用
します。

Note

通知は、Amazon SNS から E メール、SMS 対応の携帯電話やスマートフォンに対するショート
メッセージサービス (SMS) のメッセージ、モバイルデバイスのアプリケーションに対する通知
メッセージ、または 1 つ以上の HTTP や HTTPS エンドポイントに対する通知メッセージの形式
で着信する場合があります。

リージョンごとに 1 つのトピックがある場合であれ、各リージョンでアカウントごとに 1 つのトピックが
ある場合であれ、1 つの SQS キューを複数のトピックにサブスクライブできます。キューは目的の SNS 
トピックにサブスクライブする必要があります (複数のキューを 1 つの SNS トピックにサブスクライブ
できます)。詳細については、Amazon SQS キューへの Amazon SNS メッセージの送信を参照してくださ
い。

Amazon SQS のアクセス許可
AWS Config で Amazon SQS を使用するには、 SQS キューに対して許可されるすべてのアクションを実
行するアクセス許可をアカウントに付与するポリシーを設定する必要があります。以下のポリシー例で
は、アカウント番号 111122223333 とアカウント番号 444455556666 に対して、各設定変更に関するメッ
セージを arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue1 という名前のキューを送信するためのアクセス許
可を付与します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "Queue1_Policy_UUID", 
  "Statement":  
    { 
       "Sid":"Queue1_SendMessage", 
       "Effect": "Allow", 
       "Principal": { 
            "AWS": ["111122223333","444455556666"] 
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         }, 
        "Action": "sqs:SendMessage", 
        "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue1" 
     }
} 
         

SNS トピックとそのトピックにサブスクライブする SQS キューの間の接続に対してアクセス許可を
付与するポリシーを作成する必要もあります。次のポリシー例では、Amazon リソースネーム (ARN) 
が arn:aws:sns:us-east-2:111122223333:test-topic である SNS トピックに対して、arn:aws:sqs:us-
east-2:111122223333:test-topic-queue という名前のキューにアクションを実行することを許可します。

Note

SQS キューと SNS トピックのアカウントは同じリージョンに存在する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "SNStoSQS", 
  "Statement":  
    { 
      "Sid":"rule1", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sns.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SQS:SendMessage", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:111122223333:test-topic-queue", 
      "Condition" : { 
        "StringEquals" : { 
          "aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-2:111122223333:test-topic" 
        } 
      } 
    }
} 
         

各ポリシーには、複数のキューではなく、1 つのキューだけを対象とするステートメントを含めることが
できます。Amazon SQS ポリシーに関するその他の制限については、Amazon SQS ポリシーに関する特
別情報を参照してください。

Amazon EventBridge を使用した AWS Config のモニタリング
Amazon EventBridge は、AWS リソースの変更を記述したシステムイベントのストリームをほぼリアルタ
イムに配信します。Amazon EventBridge を使用して、AWS Config イベントのステータスでの変更を検出
し、対応します。

状態の遷移があると実行されるルールや、関心のある 1 以上の遷移があると実行されるルールを作成でき
ます。次に、ユーザーが作成するルールに基づいて、ルール内のユーザー指定の値にイベントが一致する
ときに、Amazon EventBridge が 1 つ、または複数のターゲットアクションを呼び出します。イベントの
タイプに応じて、通知の送信、イベント情報の取得、是正措置の実施、またはその他の対策を行うことが
できます。

ただし、AWS Config のイベントルールを作成する前に、次のことを行う必要があります。

• EventBridge のイベント、ルール、ターゲットに精通しておいてください。詳細については、「Amazon 
EventBridge とは?」を参照してください。

• EventBridge の使用を開始してルールを設定する方法の詳細については、「Amazon EventBridge の開始
方法」を参照してください。

• イベントのルールで使用するターゲットを作成します。
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トピック
• AWS Config 向けの Amazon EventBridge 形式 (p. 8200)
• AWS Config 向けの Amazon EventBridge ルールの作成 (p. 8200)

AWS Config 向けの Amazon EventBridge 形式

AWS Config 向けの EventBridge イベントは、以下の形式になっています。

          { 
             "version": "0", 
             "id": "cd4d811e-ab12-322b-8255-872ce65b1bc8", 
             "detail-type": "event type", 
             "source": "aws.config", 
             "account": "111122223333", 
             "time": "2018-03-22T00:38:11Z", 
             "region": "us-east-1", 
             "resources": [ 
                 resources
             ], 
             "detail": { 
                 specific message type
             } 
          }   
         

AWS Config 向けの Amazon EventBridge ルールの作成

AWS Config によって出力されたイベントでトリガーする EventBridge ルールを作成するには、以下の手
順を実行します。イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。

1. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
2. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
3. ルールの名前と説明を入力します。

ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けることはでき
ません。

4. [Define pattern (パターンの定義)] で、[Event pattern (イベントパターン)] を選択します。
5. [Pre-defined pattern by service] (サービスごとの事前定義パターン) を選択します。
6. [Service provider] (サービスプロバイダー) で、AWS を選択します。
7. [Service name] (サービス名) には [Config] を選択します。
8. [Event Type] (イベントタイプ) で、ルールをトリガーするイベントタイプを選択します。

• AWS のすべてのサービスに適用されるルールを作成するには、[All Events] (すべてのイベント) を選
択します。このオプションを選択した場合、特定のメッセージタイプ、ルール名、リソースタイプ、
またはリソース ID を選択することはできません。

• AWS [API Call via CloudTrail] (CloudTrail 経由の API コール) を選択して、このサービスに対して行
われた API コールをルールのベースにします。このタイプのルールの作成に関する詳細については、
「チュートリアル: AWS CloudTrail API コールに対する Amazon EventBridge ルールの作成」を参照
してください。

• アカウント内のリソースが変更されたときに通知を受け取るには、[Config Configuration Item 
Change] (設定項目の変更) を選択します。

これらのサポート記事で説明されているように、EventBridge を使用して、リソースの作成または削
除時にカスタム E メール通知を受け取ることができます。AWS Config サービスを使用して AWS ア
カウントにリソースが作成されたときに、カスタム E メール通知を受け取るにはどうすればよいです

8200

https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-events.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-ct-api-tutorial.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/config-email-resource-created/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/config-email-resource-created/


AWS Config デベロッパーガイド
モニタリング

か。およびAWS Config サービスを使用して、AWS アカウントでリソースが削除されたときに、カス
タム E メール通知を受け取るにはどうすればよいですか。

• ルールに対するコンプライアンスチェックが失敗したときに通知を受け取るには、[Config Rules 
Compliance Change] (設定ルールのコンプライアンス変更) を選択します。

このサポート記事で説明されているように、EventBridge を使用して、リソースが非準拠の場合にカ
スタム E メール通知を受け取ることができます。AWS Config を使用して、AWS リソースが非準拠
の場合、どのように通知されますか。

• 再評価ステータスの通知を受け取るには、[Config Rules Re-evaluation Status] (設定ルールの再評価
ステータス) を選択します。

• 設定スナップショットの配信ステータスの通知を受け取るには、[Config Configuration Snapshot 
Delivery Status] (設定スナップショット配信ステータス) を選択します。

• 設定履歴の配信ステータスの通知を受け取るには、[Config Configuration History Delivery Status] (設
定スナップショット履歴の配信ステータス) を選択します。

9. 任意のタイプの通知を受け取るには、[Any message type] (任意のメッセージタイプ) を選択します。次
のタイプの通知を受け取るには、[Specific message type(s)] (特定のメッセージタイプ) を選択します。
• ConfigurationItemChangeNotification を選択した場合、AWS Config が評価するリソースの構成が変更

されたときにメッセージを受け取ります。
• ComplianceChangeNotification を選択した場合、AWS Config が評価するリソースタイプが変更され

たときに、メッセージを受け取ります。
• ConfigRulesEvaluationStarted を選択した場合、指定されたリソースに対して AWS Config がルール

の評価を開始したときに、メッセージを受け取ります。
• ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted を選択した場合、AWS Config が設定スナップショットを 

Amazon S3 バケットに正常に配信したときに、メッセージを受け取ります。
• ConfigurationSnapshotDeliveryFailed を選択した場合、AWS Config が設定スナップショットを 

Amazon S3 バケットに配信できなかったときに、メッセージを受け取ります。
• ConfigurationSnapshotDeliveryStarted を選択した場合、AWS Config が Amazon S3 バケットへの設

定スナップショットの配信を開始したときに、メッセージを受け取ります。
• ConfigurationHistoryDeliveryCompleted を選択した場合、AWS Config が設定履歴を Amazon S3 バ

ケットに正常に配信したときに、メッセージを受け取ります。
10.[Event Type] (イベントタイプ) ドロップダウンリストから特定のイベントタイプを選択した場合

は、[Any resource type] (任意のリソースタイプ) を選択して、サポートされるすべての AWS Config リ
ソースタイプに適用されるルールを作成します。

または、[Specific resource type(s)] (特定のリソースタイプ) を選択し、サポートされる AWS Config リ
ソースタイプ (例: AWS::EC2::Instance) を入力します。

11.[Event Type] (イベントタイプ) ドロップダウンリストから特定のイベントタイプを選択した場合
は、[Any resource ID] (任意のリソース ID) を選択して、サポートされる AWS Config リソース ID を含
めます。

または、[Specific resource ID(s)] (特定のリソース ID) を選択し、サポートされる AWS Config リソース 
ID (例: i-04606de676e635647) を入力します。

12.[Event Type] (イベントタイプ) ドロップダウンリストから特定のイベントタイプを選択した場合
は、[Any rule name] (任意のルール名) を選択して、サポートされる AWS Config ルールを含めます。

または、[Specific rule name(s)] (特定のルール名) を選択し、サポートされる AWS Config ルール (例:
required-tags) を入力します。

13.Select event bus (イベントバスの選択)で、このルールに関連付けるイベントバスを選択します。この
ルールをアカウントからのイベントと一致させるには、AWSデフォルトのイベントバスを選択します。
アカウントの AWS サービスがイベントを発行すると、常にアカウントのデフォルトのイベントバスに
移動します。

14.[Select target] (ターゲットを選択) で、このルールでの使用のために準備したターゲットのタイプを選択
してから、そのタイプに必要な追加のオプションを設定します。
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15.表示されるフィールドは、選択したサービスによって異なります。必要に応じて、このターゲットタイ
プに固有の情報を入力します。

16.多くのターゲットタイプでは、EventBridge はターゲットにイベントを送信するためのアクセス許可が
必要です。これらの場合、EventBridge は、イベントの実行に必要な IAM ロールを作成できます。
• 自動的に IAM ロールを作成するには、[Create a new role for this specific resource (この特定のリソー

スに対して新しいロールを作成する)] を選択します。
• 以前に作成した IAM ロールを使用するには、[Use existing role (既存のロールの使用)] を選択しま

す。
17.Retry policy and dead-letter queue:(ポリシーとデッドレターキューを再試行:) の Retry policy(再試行ポ

リシー) で次の操作を実行します。
• [Maximum age of event] (最大イベント有効期間) に、1 分 (00:01) から 24 時間 (24:00) の間の値を入

力します。
• Retry attempts(再試行) で、0～185 の数値を入力します。

18.Dead-letter queue(デッドレターキュー) で、標準 Amazon SQS キューをデッドレターキューとして使
用するかどうかを選択します。EventBridge は、このルールに一致するイベントがターゲットに正常に
配信されなかった場合に、そのイベントをデッドレターキューに送信します。以下のいずれかを実行し
ます。
• デッドレターキューを使用しない場合は、[None] (なし) を選択します。
• [現在の AWS アカウント内でデッドレターキューとして使用する Amazon SQS キューを選択] を選択

した後、使用するキューをドロップダウンリストから選択します。
• Select an Amazon SQS queue in an other AWS account as a dead-letter queue(他の アカウントの 

Amazon SQS キューをデッドレターキューとして選択) を選択し、使用するキューの ARN を入力し
ます。キューにメッセージを送信するための EventBridge 許可を付与するリソースベースのポリシー
をそのキューにアタッチする必要があります。詳細については、「イベントの再試行ポリシーとデッ
ドレターキューの使用」を参照してください。

19.(オプション) [Add target (ターゲットの追加)] を選択して、このルールに別のターゲットを追加します。
20.(オプション) ルールに 1 つ以上のタグを入力します。詳細については、「Amazon EventBridge のタ

グ」を参照してください。
21.ルール設定を確認して、イベントモニタリング要件を満たしていることを確認します。
22.[Create] (作成) を選択して、選択を確定します。

AWS Config とインターフェイス Amazon VPC エ
ンドポイントの使用

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストすると、VPC と AWS 
Config の間のプライベート接続を確立できます。この接続を使用すると、パブリックインターネットを経
由せずに、VPC から AWS Config と通信できます。

Amazon VPC は、ユーザー定義の仮想ネットワークで AWS リソースを起動するために使用できる AWS 
のサービスです。VPC を使用することで、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、およびネッ
トワークゲートウェイなどのネットワーク設定を制御できます。インターフェイス VPC エンドポイン
トは AWS PrivateLink を利用しています。これは、Elastic Network Interface とプライベート IP アドレ
スを使用して AWS のサービス間のプライベート通信を可能にする AWS のテクノロジーです。VPC を 
AWS Config に接続するには、AWS Config の  インターフェイス VPC エンドポイントを定義します。
このタイプのエンドポイントにより、VPC を AWS のサービスに接続できるようになります。このエン
ドポイントは、インターネットゲートウェイ、ネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または 
VPN 接続を必要とせず、信頼性が高くスケーラブルな AWS Config への接続を提供します。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの Amazon VPC とはを参照してください。

以下の手順は、Amazon VPC のユーザー向けです。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの開始
方法を参照してください。
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可用性
現在、AWS Config は、次のリージョンで VPC エンドポイントをサポートしています。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
• カナダ (中部)
• 欧州 (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
• 欧州 (パリ)
• 南米 (サンパウロ)
• アジアパシフィック (香港)
• アフリカ (ケープタウン)
• 欧州 (ミラノ)
• ヨーロッパ (ストックホルム)
• 中東 (バーレーン)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

AWS Config の VPC エンドポイントの作成
VPC で AWS Config の使用を開始するには、AWS Config のインターフェイス VPC エンドポイントを作
成します。AWS Config の設定を変更する必要はありません。AWS Config は、パブリックエンドポイント
を使用して他の AWS のサービスを呼び出します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのイン
ターフェイスエンドポイントの作成を参照してください。

AWS Config のインシデントへの対応
AWS Config のインシデントへの対応は、AWS の責任事項です。AWS には、インシデントへの対応を管
理する正式な文書化されたポリシーとプログラムがあります。

広範な影響を与える AWS の運用上の問題は AWS Service Health Dashboard に投稿されます。運用上の問
題は Personal Health Dashboard を介して個々のアカウントにも投稿されます。

AWS Config のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS Config コンプライアンスプログラムの一環として AWS のセ
キュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA 
などが含まれます。
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AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

AWS Config での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で Connect されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

AWS Config でのインフラストラクチャセキュリ
ティ

マネージドサービスである AWS Config は、Amazon Web Services のセキュリティプロセスの概要ホワイ
トペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されています。
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設定と脆弱性分析

AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Config にアクセスします。クライアント
で Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降が推奨さ
れています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) 
などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要
があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

設定と脆弱性分析
AWS Config の場合、AWS はゲストオペレーティングシステム (OS) やデータベースへのパッチ適用、
ファイアウォール設定、災害対策などの基本的なセキュリティタスクを処理します。

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能
性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその
許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これを
防ぐため、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルですべ
てのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。

リソースポリシーで aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキスト
キーを使用して、AWS Config が別のサービスに付与する許可をそのリソースに制限することをお勧め
します。クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を
使用します。クロスサービスが使用できるように、アカウント内の任意のリソースを関連づけたい場合
は、aws:SourceAccount を使用します。

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完全
な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件キー
aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード文字 (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:servicename:*:123456789012:* です。

aws:SourceArn の値に Amazon S3 バケット ARN などのアカウント ID が含まれていない場合は、両方
のグローバル条件コンテキストキーを使用して、アクセス許可を制限する必要があります。

次の例では、AWS Config の aws:SourceArn および aws:SourceAccount グローバル条件コンテキス
トキーを使用して、混乱した代理問題 (AWS Config に Amazon S3 バケットへのアクセス許可を付与する) 
を回避する方法を示しています。

AWS Config のセキュリティのベストプラクティス
AWS Config には、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際に考慮する必要のあるいくつか
のセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完
全なセキュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティスは顧客の
環境に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではなく、あくまで有用な検討事項とお
考えください。

• AWS Config のタグ付けを活用することで、リソースの管理、検索、フィルタリングが容易になりま
す。
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ベストプラクティス

• 配信チャネルが正しく設定されたことを確認し、確認したら、AWS Config が適切に記録していること
を確認します。

詳細については、AWS Config ベストプラクティスのブログを参照してください。
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AWS Config の AWS ソフトウェア開発キット

AWS Config リソース
このサービスを利用する際に役立つ関連リソースは次のとおりです。

• AWS Config - AWS Config に関する情報が収められたメインのウェブページです。
• AWS Config Pricing (価格設定)
• テクニカル FAQ
• AWS Config ルール開発キット (RDK) - AWS Config や作成者ルールのセットアップに役立つオープン

ソースツールです。さまざまな AWS リソースタイプを使用してそれらをテストします。
• パートナー - AWS Config と完全に統合されたパートナー製品へのリンクです。設定のストリーミング、

設定スナップショット、または設定履歴からのデータの視覚化、モニタリング、管理に役立ちます。

• クラスとワークショップ – AWS のスキルを磨き、実践的な経験が得るために役立つセルフペースラボに
加えて、ロールベースのコースと特別コースへのリンクです。

• AWS デベロッパーセンター – チュートリアルの検索、ツールのダウンロード、AWS デベロッパーイベ
ントの確認を行います。

• AWS デベロッパーツール - AWS アプリケーションを開発および管理するためのデベロッパーツー
ル、SDK、IDE ツールキット、およびコマンドラインツールへのリンクです。

• ご利用開始のためのリソースセンター — AWS アカウント をセットアップする方法、AWS コミュニ
ティに参加する方法、最初のアプリケーションを起動する方法を説明します。

• ハンズオンチュートリアル - ステップ バイ ステップのチュートリアルに従って、最初のアプリケーショ
ンを AWS で起動します。

• AWS ホワイトペーパー – アーキテクチャ、セキュリティ、エコノミクスなどのトピックについ
て、AWS のソリューションアーキテクトや他の技術エキスパートが記述した AWS の技術ホワイトペー
パーの包括的なリストへのリンクです。

• AWS Support Center – AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技術
上のよくある質問、サービスヘルスステータス、AWS Trusted Advisor など、他の役立つリソースへの
リンクも含まれています。

• AWS Support – AWS Support に関する情報のメインウェブページです。クラウド内でのアプリケーショ
ンの構築および実行を支援するために 1 対 1 での迅速な対応を行うサポートチャネルとして機能しま
す。

• お問い合わせ - AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関するお問い合わ
せの受付窓口です。

• AWS サイトの利用規約 – 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、その他のトピックに関する詳細情報。

AWS Config の AWS ソフトウェア開発キット
AWS ソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、コスト効率、スケーラビリティ、信頼性に優れた 
AWS インフラストラクチャサービスにアクセスするアプリケーションを簡単に構築できます。AWS SDK 
では、ライブラリ、コード例、参照資料がダウンロード可能な 1 つのパッケージにまとめられているた
め、数分で使用を開始できます。次の表は、AWS Config にプログラムでアクセスする際に使用できる 
SDK およびサードパーティーライブラリをまとめたものです。

8207

http://aws.amazon.com/config/
http://aws.amazon.com/config/pricing
http://aws.amazon.com/config/faq/
https://rdk.readthedocs.io/en/latest/
http://aws.amazon.com/config/partners/
http://aws.amazon.com/training/course-descriptions/
http://aws.amazon.com/developer/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/developer/tools/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/getting-started/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/whitepapers/
https://console.aws.amazon.com/support/home#/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/
http://aws.amazon.com/contact-us/
http://aws.amazon.com/terms/


AWS Config デベロッパーガイド
AWS Config の AWS ソフトウェア開発キット

アクセスのタイプ 説明

AWS SDK AWS は以下の SDK を提供しています。

• AWS SDK for C++ のドキュメント
• AWS Mobile SDK for iOS ドキュメント
• AWS SDK for Go のドキュメント
• AWS SDK for Java ドキュメント
• AWS SDK for JavaScript のドキュメント
• AWS SDK for .NET ドキュメント
• AWS SDK for PHP ドキュメント
• AWS SDK for Python (Boto) ドキュメント
• AWS SDK for Ruby ドキュメント

サードパーティライブ
ラリ

AWS 開発者コミュニティの開発者も独自のライブラリを提供しており、以下
の AWS 開発者センターから入手できます。

• AWS Java 開発者センター
• AWS JavaScript 開発者センター
• AWS PHP 開発者センター
• AWS Python 開発者センター
• AWS Ruby 開発者センター
• AWS Windows および .NET 開発者センター
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AWS Config における間接的な関係

よくある質問
AWS Config における間接的な関係

トピック
• リソース関係とは何ですか? (p. 8209)
• リソースに関する直接的な関係と間接的な関係とは何ですか? (p. 8209)
• AWS Config では、どの間接な関係がサポートされていますか? (p. 8209)
• 直接的な関係と間接的な関係によって設定項目はどのように作成されますか? (p. 8210)
• 間接的な関係によって生成される設定項目にはどのようなものがありますか? (p. 8210)
• 間接的な関係に関連する設定データを取得する方法を教えてください。 (p. 8211)

リソース関係とは何ですか?
AWS では、リソースとは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、AWS 
CloudFormation スタック、Amazon S3 バケットなどの管理可能なエンティティを指します。AWS 
Config は、記録されたリソースタイプへの変更が検出されるたびに設定項目 (CI) を作成してリソース
を追跡および監視するサービスです。例えば、AWS Config が Amazon EC2 インスタンスを追跡する
ように設定されている場合、インスタンスが作成、更新、または削除されるたびに設定項目が作成さ
れます。AWS Config によって作成された各設定項目には、accountId、arn (Amazon リソースネー
ム)、awsRegion、configuration、tags、relationships などの複数のフィールドがあります。CI 
の関係フィールドでは、AWS Config が、リソース同士がどのようにリンクされているかを表示できま
す。例えば関係は、セキュリティグループ sg-ef678hk に関連付けられている Amazon EC2 インスタン
ス (ID は i-a1b2c3d4) に接続された Amazon EBS ボリューム (ID は vol-123ab45d) を示す場合があり
ます。

リソースに関する直接的な関係と間接的な関係とは何
ですか?
AWS Config は、設定フィールドからほとんどのリソースタイプの関係を導き出します。これを「直接的
な」関係と呼びます。直接的な関係は、リソース (A) と別のリソース (B) との間の一方向関係 (A→B) で
あり、通常、リソース (A) の Describe API レスポンスから取得されます。以前は、AWS Config が当初サ
ポートしていた一部のリソースタイプについて、他のリソースの設定から関係もキャプチャし、双方向 
(B→A) の「間接的な」関係を作成していました。例えば、Amazon EC2 インスタンスとそのセキュリティ
グループの関係は直接的です。セキュリティグループは Amazon EC2 インスタンスの Describe API レス
ポンスに含まれるためです。一方、セキュリティグループと Amazon EC2 インスタンスの関係は間接的
です。セキュリティグループを記述しても、関連付けられているインスタンスに関する情報は返されない
ためです。その結果、リソース設定の変更が検出されると、AWS Config はそのリソースの CI を作成す
るだけでなく、間接的な関係を持つリソースを含む関連リソースの CI も生成します。例えば、Amazon 
EC2AWS Config インスタンスの変更を検出すると、そのインスタンスの CI と、そのインスタンスに関連
付けられているセキュリティグループの CI が作成されます。

AWS Config では、どの間接な関係がサポートされて
いますか?
AWS Config では、以下の間接的なリソース関係がサポートされています。

8209



AWS Config デベロッパーガイド
直接的な関係と間接的な関係によって
設定項目はどのように作成されますか?

リソースタイプ は、リソースタイプに
間接的に関連していま
す

AWS::EC2::RouteTableAWS::EC2::Instance,
AWS::EC2::NetworkInterface,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPNGateway,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::EIP AWS::EC2::Instance,
AWS::EC2::NetworkInterface

AWS::EC2::Instance AWS::EC2::SecurityGroup,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::NetworkInterfaceAWS::EC2::SecurityGroup,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::NetworkACLAWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::VPNConnectionAWS::EC2::VPNGateway,
AWS::EC2::CustomerGateway

AWS::EC2::InternetGatewayAWS::EC2::VPC

AWS::EC2::SecurityGroupAWS::EC2::VPC

AWS::EC2::Subnet AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::VPNGatewayAWS::EC2::VPC

直接的な関係と間接的な関係によって設定項目はどの
ように作成されますか?
リソース間の直接的な関係 (A→B) では、リソース B の設定を変更すると、リソース A の設定項目 (CI) も
開始されます。同様に、間接的な関係 (B→A) の場合、リソース A の設定が変更されると、リソース B に
新しい CI が生成されます。例えば、Amazon EC2 インスタンスとセキュリティグループは直接的な関係
であるため、セキュリティグループの設定を変更すると、セキュリティグループの CI と EC2 インスタ
ンスの CI が生成されます。同様に、セキュリティグループと Amazon EC2 インスタンスは間接的な関係
であるため、EC2 インスタンスの設定を変更すると、Amazon EC2 インスタンスの CI とセキュリティグ
ループの CI が生成されます。

間接的な関係によって生成される設定項目にはどのよ
うなものがありますか?
以下は、間接的なリソース関係によって生成される追加の設定項目 (CI) です。
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間接的な関係に関連する設定データ
を取得する方法を教えてください。

次のリソースタイプへ
の設定変更

は、次のリソースタイ
プの CI を生成します

AWS::EC2::RouteTableAWS::EC2::Instance,
AWS::EC2::NetworkInterface,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPNGateway, 
および
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::EIP AWS::EC2::Instance,
AWS::EC2::NetworkInterface

AWS::EC2::Instance AWS::EC2::SecurityGroup,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::NetworkInterfaceAWS::EC2::SecurityGroup,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::NetworkACLAWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::VPNConnectionAWS::EC2::VPNGateway,
AWS::EC2::CustomerGateway

AWS::EC2::InternetGatewayAWS::EC2::VPC

AWS::EC2::SecurityGroupAWS::EC2::VPC

AWS::EC2::Subnet AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::VPNGatewayAWS::EC2::VPC

間接的な関係に関連する設定データを取得する方法を
教えてください。
AWS Config 高度なクエリで構造化クエリ言語 (SQL) のクエリを実行して、間接的なリソース関係に関連
する設定データを取得することができます。例えば、セキュリティグループに関連する Amazon EC2 イン
スタンスのリストを取得する場合は、次のクエリを使用します。

SELECT 
    resourceId, 
    resourceType 
    WHERE 
    resourceType ='AWS::EC2::Instance'  
    AND 
    relationships.resourceId = 'sg-234213'
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アクション

AWS SDK を使用した AWS Config 
のコード例

以下は、AWS Config ソフトウェア開発キット (SDK) で AWS を使用する方法を説明するコード例です。

これらの例は、以下のカテゴリに分類されます。

アクション

個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 222)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

コード例
• AWS SDK を使用した AWS Config 向けアクション (p. 8212)

• AWS SDK を使用して AWS Config ルールを削除する (p. 8212)
• AWS SDK を使用して AWS Config ルールを記述する (p. 8213)
• AWS SDK を使用して AWS Config ルールを put する (p. 8214)

AWS SDK を使用した AWS Config 向けアクション
以下は、AWS Config SDK を使用して個々の AWS アクションを実行する方法を説明するコード例です。
これらの抜粋は AWS Config を呼び出し、単独での実行を意図するものではありません。それぞれの例に
は、GitHub へのリンクがあり、コンテキストでコードを設定および実行する方法についての説明が記載さ
れています。

以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細な一覧については、
「AWS Config API リファレンス」を参照してください。

例
• AWS SDK を使用して AWS Config ルールを削除する (p. 8212)
• AWS SDK を使用して AWS Config ルールを記述する (p. 8213)
• AWS SDK を使用して AWS Config ルールを put する (p. 8214)

AWS SDK を使用して AWS Config ルールを削除する
以下は、AWS Config ルールを削除する方法を説明するコード例です。

Python

SDK for Python (Boto3)
Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
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ルールを記述する

class ConfigWrapper: 
    """ 
    Encapsulates AWS Config functions. 
    """ 
    def __init__(self, config_client): 
        """ 
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client. 
        """ 
        self.config_client = config_client 

    def delete_config_rule(self, rule_name): 
        """ 
        Delete the specified rule. 

        :param rule_name: The name of the rule to delete. 
        """ 
        try: 
            self.config_client.delete_config_rule(ConfigRuleName=rule_name) 
            logger.info("Deleted rule %s.", rule_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't delete rule %s.", rule_name) 
            raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API Reference」(AWS SDK for Python 
(Boto3) API リファレンス) の「DeleteConfigRule」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 222)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して AWS Config ルールを記述する
以下は、AWS Config ルールを記述する方法を説明するコード例です。

Python

SDK for Python (Boto3)

Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

class ConfigWrapper: 
    """ 
    Encapsulates AWS Config functions. 
    """ 
    def __init__(self, config_client): 
        """ 
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client. 
        """ 
        self.config_client = config_client 

    def describe_config_rule(self, rule_name): 
        """ 
        Gets data for the specified rule. 

        :param rule_name: The name of the rule to retrieve. 
        :return: The rule data. 
        """ 
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ルールを put する

        try: 
            response = self.config_client.describe_config_rules( 
                ConfigRuleNames=[rule_name]) 
            rule = response['ConfigRules'] 
            logger.info("Got data for rule %s.", rule_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get data for rule %s.", rule_name) 
            raise 
        else: 
            return rule

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API Reference」(AWS SDK for Python 
(Boto3) API リファレンス) の「DescribeConfigRules」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 222)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して AWS Config ルールを put する
以下は、AWS Config ルールを put する方法を説明するコード例です。

Python

SDK for Python (Boto3)

Tip

この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

class ConfigWrapper: 
    """ 
    Encapsulates AWS Config functions. 
    """ 
    def __init__(self, config_client): 
        """ 
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client. 
        """ 
        self.config_client = config_client 

    def put_config_rule(self, rule_name): 
        """ 
        Sets a configuration rule that prohibits making Amazon S3 buckets publicly 
        readable. 

        :param rule_name: The name to give the rule. 
        """ 
        try: 
            self.config_client.put_config_rule( 
                ConfigRule={ 
                    'ConfigRuleName': rule_name, 
                    'Description': 'S3 Public Read Prohibited Bucket Rule', 
                    'Scope': { 
                        'ComplianceResourceTypes': [ 
                            'AWS::S3::Bucket', 
                        ], 
                    }, 
                    'Source': { 
                        'Owner': 'AWS', 
                        'SourceIdentifier': 'S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED', 
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ルールを put する

                    }, 
                    'InputParameters': '{}', 
                    'ConfigRuleState': 'ACTIVE' 
                } 
            ) 
            logger.info("Created configuration rule %s.", rule_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't create configuration rule %s.", rule_name) 
            raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API Reference」(AWS SDK for Python 
(Boto3) API リファレンス) の「PutConfigRule」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 222)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。
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ドキュメント履歴
以下の表は AWS Config のドキュメントの重要な変更点をまとめたものです。このドキュメントの更新に
関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

• API バージョン: 2014-11-12
• ドキュメント最終更新日: 2022 年 4 月 20 日

変更 説明 日付

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicyAWS_ConfigRoleこ
のポリシーとポリシー
により、、、、Amazon 
CloudFront、、Amazon Elastic 
Compute Cloud、Amazon 
Kendra、Amazon 
Macie、Amazon 
Route 53、Amazon 
SageMaker、Amazon 
Pinpoint、AWS 
Resilience Hub、Amazon 
CloudWatch、AWS Directory 
Service、などの Amazon マネー
ジドワークフローに追加のアク
セス権限が付与されるように
なりましたAWS WAF。AWS 
AmplifyAWS App MeshAWS App 
RunnerAWS CodeArtifactAWS 
Transfer FamilyAWS Migration 
Hub詳細については、「AWS 
Config に関する AWS マネージド
ポリシー」を参照してください。

2023 年 4 月 13 日

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• エラスティキャッシュ自動マイ
ナーバージョンアップグレード
チェック

• エラスティキャッシュ-repl-
grp-自動フェイルオーバー対応

• エラスティキャッシュ-repl-
grp-暗号化-アットレスト

• エラスティキャッシュ-repl-
grp-暗号化-転送中

• エラスティキャッシュ-repl-
grp-redis-auth-enabled

• ElastiCache サブネットグルー
プ

• クラウドフロント-S3-オリジ
ン-存在しない-バケット

2023 年 4 月 10 日
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AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• ACM-証明書-RSA-チェック
• waf に関連付けられたアプリ同

期
• アプリ同期ロギング対応
• エラスティキャッシュ RBAC 

認証対応
• MQ-非公開アクセス
• netfw-マルチ AZ 対応
• SES-マルウェアスキャン対応
• eks クラスターロギング対応
• アプリ同期キャッシュの保存時

暗号化

2023 年 4 月 3 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

今回のリリースでは、を使
用してAWS Config、新しい 
Amazon AppStream 2.0、AWS 
Auto Scaling、Amazon 
Connect、Amazon Elastic 
Compute Cloud、Amazon 
EventBridge、HealthLake、Kinesis 
Video、、Network 
Manager、Amazon 
Pinpoint、Amazon Route 
53 Application Recovery 
Controller、、AWS RoboMaker
のリソースタイプの設定変
更を記録できます。AWS IoT 
TwinMaker詳細については、[サ
ポートされるリソースタイプ] を
参照してください。

2023 年 4 月 3 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-rsa-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/appsync-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/appsync-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/appsync-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-rbac-auth-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-rbac-auth-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mq-no-public-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ses-malware-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-cluster-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/appsync-cache-encryption-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/appsync-cache-encryption-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
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セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicyAWS_ConfigRoleこ
のポリシーとポリシーによ
り、Amazon AppFlow、Amazon 
AppStream 2.0、Amazon 
CloudFront、Amazon 
CloudWatch、、、、、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
CloudWatch Elident、Amazon 
Forecast、(IAM)、Amazon 
MemoryDB for Redis、Amazon 
Pinpoint、、Amazon Relational 
Database ServiceAWS Identity 
and Access Management 
(Amazon RDS)、Amazon 
Redshift、Amazon 
Redshift、Amazon Amazon 
Redshift、Amazon Amazon 
に追加のアクセス権限が付
与されるようになりました 
Amazon SageMaker。AWS 
App RunnerAWS 
CloudFormationAWS 
CodeArtifactAWS 
CodeCommitAWS Device 
FarmAWS Ground StationAWS 
IoTAWS Network ManagerAWS 
Panorama詳細については、
「AWS Config に関する AWS マ
ネージドポリシー」を参照してく
ださい。

2023 年 3 月 30 日

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーでは、AWS Audit 
Manager に対する追加のアクセ
ス権限がサポートされるように
なりました。詳細については、
「AWS Config に関する AWS マ
ネージドポリシー」を参照してく
ださい。

2023 年 3 月 3 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
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AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS 
Config を使用して、新
しい AWS Elemental 
MediaPackage、Amazon 
EventBridge、AWS 
IoT、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
Lookout for Metrics、Amazon 
Lex、CodeGuru Reviewer、AWS 
Budgets、AWS Device 
Farm、Amazon CodeGuru 
Reviewer、Amazon Route 53 
Resolver、AWS RoboMaker リ
ソースタイプに対する設定変更を
記録できるようになります。詳細
については、[サポートされるリ
ソースタイプ] を参照してくださ
い。

2023 年 3 月 2 日

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWS Config は
AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
ポリシーの変更を追跡するように
なりました。詳細については、
「AWS Config に関する AWS マ
ネージドポリシー」を参照してく
ださい。

2023 年 2 月 27 日

AWS Config 利用可能なリー
ジョン別リソースカバレッ
ジ (p. 8216)

今回のリリースでは、AWS 
Config はサポートされている各
リソースタイプのリージョン情
報を提供します。どのリソースタ
イプがどのリージョンでサポート
されているかについては、「利用
可能なリージョン別リソースカバ
レッジ」を参照してください。

2023 年 2 月 20 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS 
Config を使用して、新しい 
Amazon Interactive Video 
Service (Amazon IVS)、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3)、AWS Glue、Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS)、AWS 
IoT、Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS)、Kinesis Data Analytics リ
ソースタイプに対する設定変更を
記録できるようになります。詳細
については、[サポートされるリ
ソースタイプ] を参照してくださ
い。

2023 年 2 月 7 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/what-is-resource-config-coverage.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/what-is-resource-config-coverage.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/what-is-resource-config-coverage.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html


AWS Config デベロッパーガイド

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーでは、Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow、AWS IoT、Amazon 
AppStream 2.0、Amazon 
CodeGuru Reviewer、Amazon 
HealthLake、Amazon Kinesis 
Video Streams、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、AWS Device 
Farm、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)、Amazon 
Pinpoint、AWS Identity 
and Access Management 
(IAM)、Amazon GuardDuty、お
よび Amazon CloudWatch Logs 
に対する追加のアクセス許可を付
与するようになりました。詳細に
ついては、「AWS Config に関す
る AWS マネージドポリシー」を
参照してください。

2023 年 2 月 1 日

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) セキュリティのベス
トプラクティスとし
て、ConfigConformsServiceRolePolicy
ポリシーでは
config:DescribeConfigRules
に対する広範なリソースレベルの
アクセス許可を削除するように
なりました。詳細については、
「AWS Config に関する AWS マ
ネージドポリシー」を参照してく
ださい。

2023 年 1 月 12 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
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セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole ポ
リシーでは、Amazon Managed 
Service for Prometheus、AWS 
Audit Manager、AWS Device 
Farm、AWS Database Migration 
Service (AWS DMS)、AWS 
Directory Service、Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)、AWS Glue、AWS 
IoT、Amazon Lightsail、AWS 
Elemental MediaPackage、AWS 
Network Manager、Amazon 
QuickSight、AWS Resource 
Access Manager、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3)、
および Amazon Timestream に対
する追加のアクセス許可を付与
するようになりました。詳細につ
いては、「AWS Config に関する 
AWS マネージドポリシー」を参
照してください。

2023 年 1 月 10 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

今回のリリースでは、AWS 
Config を使用して、新
しい Amazon MQ、AWS 
AppConfig、AWS 
Cloud9、Amazon EventBridge 
スキーマ、Amazon Fraud 
Detector、AWS IoT、AWS 
IoT Analytics、Amazon 
Lightsail、AWS 
Elemental MediaPackage 
(MediaPackage)、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、AWS Resilience 
Hub、AWS Transfer Family のリ
ソースタイプの設定変更を記録
できます。詳細については、[サ
ポートされるリソースタイプ] を
参照してください。

2023 年 1 月 5 日

AWS Config ルールリソースカバ
レッジ (p. 8216)

今回のリリースでは、AWS 
Config によって AWS Config マ
ネージドルールの数が増えた場合
のリソースタイプカバレッジが表
示されます。

2022 年 12 月 21 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html


AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config ルールの検出
性 (p. 8216)

今回のリリースでは、AWS 
Config によって評価モード別の 
AWS Config マネージドルール
のリスト、トリガータイプ別の 
AWS Config マネージドルールの
リスト、リージョンアベイラビ
リティー別の AWS Config マネー
ジドルールのリストのページがサ
ポートされます。

2022 年 12 月 21 日

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は次のコンフォーマンスパックを
更新します。

• K-ISMS の運用のベストプラク
ティス

• NIST 800 171 に関する運用上
のベストプラクティス

• PCI DSS 3.2.1 運用のベストプ
ラクティス

• 「Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) High」に関す
る運用のベストプラクティス

• 「Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) Medium」に
関する運用のベストプラクティ
ス

• 「Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) Low」に関す
る運用のベストプラクティス

• NZISM 運用のベストプラク
ティス

• NIST 800-53 rev 5の運用のベ
ストプラクティス

2022 年 12 月 19 日

8222

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-evaluation-mode.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-evaluation-mode.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-evaluation-mode.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-trigger-type.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-trigger-type.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-trigger-type.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managing-rules-by-region-availability.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managing-rules-by-region-availability.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managing-rules-by-region-availability.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-k-isms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-k-isms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-171.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-171.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-pci-dss.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-pci-dss.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nzism.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nzism.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-800-53_rev_5.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-800-53_rev_5.html
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AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-

configured
• cloudfront-security-policy-check
• ec2-launch-template-public-ip-

disabled
• elastic-beanstalk-logs-to-

cloudwatch
• sagemaker-notebook-instance-

inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-

root-access-check
• security-account-information-

provided
• storagegateway-resources-

protected-by-backup-plan
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty

2022 年 12 月 9 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースによ
り、AWS Config を使用
して、新しい Amazon 
CloudWatch RUM、Amazon 
EventBridge、Amazon 
GuardDuty、Amazon Simple 
Email Service (Amazon 
SES)、AWS Backup、AWS 
DataSync 、AWS Fault Injection 
Simulator (AWS FIS) リソースタ
イプに対する設定変更を記録でき
るようになります。詳細について
は、[サポートされるリソースタ
イプ] を参照してください。

2022 年 12 月 9 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gwv2-access-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gwv2-authorization-type-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gwv2-authorization-type-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-security-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-launch-template-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-launch-template-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-root-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-root-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-account-information-provided.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-account-information-provided.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/storagegateway-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/storagegateway-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html


AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config によるプロアクティ
ブな準拠の確認 (p. 8216)

今回のリリースでは、AWS 
Config によってリソースをプ
ロビジョニングする前に AWS 
Config ルールへの準拠をプロア
クティブに確認できるようにな
りました。これにより、リソー
スの作成または更新の前に、リ
ソース構成の設定を評価できま
す。AWS Config を使用して、プ
ロビジョニングの前または後にリ
ソースに加えられた設定変更を追
跡し、リソースが目的の設定と一
致するかどうかを確認します。

次の API が追加されました。

• GetResourceEvaluationSummary
• StartResourceEvaluation
• ListResourceEvaluations

次の API が更新されました。

• DescribeConfigRulesFilters
• GetComplianceDetailsByResource
• EvaluationResultQualifier
• EvaluationModeConfiguration

デベロッパーガイドの次のページ
が更新されました:

• AWS Config ルールのコンポー
ネント

• AWS Config ルールの評価モー
ドとトリガータイプ

• AWS Config マネージドルール
• AWS Config カスタムルール
• AWS Config ルールの管理

2022 年 11 月 28 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetResourceEvaluationSummary.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_StartResourceEvaluation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_ListResourceEvaluations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConfigRulesFilters.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetComplianceDetailsByResource.html#config-GetComplianceDetailsByResource-request-ResourceEvaluationId
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_EvaluationResultQualifier.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_EvaluationModeConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_components.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_components.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_use-managed-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_manage-rules.html
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AWS Config 設定レコーダーの設
定項目 (CI) としてのドリフト検
出 (p. 8216)

今回のリリースでは、AWS 
Config によって設定レコーダー
へのすべての変更を追跡し、設
定レコーダーの状態が以前の状
態と異なる場合やドリフトした場
合、例えば AWS Config の追跡を
有効にしたリソースタイプが更
新された場合、設定レコーダー
を停止または開始した場合、設定
レコーダーを削除またはアンイン
ストールした場合などに表示しま
す。AWS::Config::ConfigurationRecorder
リソースタイプは AWS Config 
のシステムリソースタイプ
で、このリソースタイプの記
録は、サポートされているす
べてのリージョンにおいて、
デフォルトで有効になっていま
す。AWS::Config::ConfigurationRecorder
リソースタイプの記録は、追加料
金なしでご利用いただけます。詳
細については、「設定レコーダー
のドリフト検出」を参照してくだ
さい。

2022 年 11 月 18 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

今回のリリースでは、AWS 
Config を使用して、新しい 
AWS IoT Events、AWS Cloud 
Map、EC2 Image Builder、AWS 
DataSync、AWS Glue、Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller、Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon 
ECR) リソースタイプの設定変更
を記録できるようになりました。
詳細については、[サポートされ
るリソースタイプ] を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 8 日

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーでは、AWS 
CloudFormation に対する追加の
アクセス権限がサポートされる
ようになりました。詳細につい
ては、「AWS Config に関する 
AWS マネージドポリシー」を参
照してください。

2022 年 11 月 7 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/stop-start-recorder.html#drift-detection
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/stop-start-recorder.html#drift-detection
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
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AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• Criminal Justice Information 
Services (CJIS) の運用のベス
トプラクティス

• Amazon SageMaker のセキュ
リティのベストプラクティス

• Amazon Elastic Container 
Registry のセキュリティのベス
トプラクティス

次のコンフォーマンスパックが更
新されました:

• MAS TRMGの運用のベストプ
ラクティス

• NCSC の「Cyber Assesment 
Framework」に関する運用上の
ベストプラクティス

• NCSC Cloud Security 
Principles に関する運用上のベ
ストプラクティス

2022 年 10 月 27 日
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セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) この
AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーは、現在 AWS 
Certificate Manager、Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow、AWS Amplify、AWS 
AppConfig、Amazon 
Keyspaces、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
Connect、AWS Glue 
DataBrew、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS)、Amazon 
EventBridge、AWS Fault 
Injection Simulator、Amazon 
Fraud Detector、Amazon 
FSx、Amazon 
GameLift、Amazon Location 
Service、AWS IoT、Amazon 
Lex、Amazon Lightsail、Amazon 
Pinpoint、AWS 
OpsWorks、AWS 
Panorama、AWS Resource 
Access Manager、Amazon 
QuickSight、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS)、Amazon 
Rekognition、AWS 
RoboMaker、AWS Resource 
Groups、Amazon Route 
53、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)、AWS 
Cloud Map、AWS Security 
Token Service に追加の権限を付
与しています。詳細については、
「AWS Config に関する AWS マ
ネージドポリシー」を参照してく
ださい。

2022 年 10 月 19 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースにより、AWS 
Config を使用して、新し
い Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)、Amazon 
Simple Email Service (Amazon 
SES)、AWS AppConfig、AWS 
Cloud Map、AWS DataSync リ
ソースタイプに対する設定変更を
記録できるようになります。詳細
については、[サポートされるリ
ソースタイプ] を参照してくださ
い。

2022 年 10 月 6 日
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AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS 
Config を使用して新しい 
Amazon GuardDuty、Amazon 
SageMaker、AWS 
AppSync、AWS Cloud 
Map、AWS DataSync リソース
タイプの設定変更を記録できま
す。詳細については、[サポート
されるリソースタイプ] を参照し
てください。

2022 年 10 月 4 日

AWS Config は新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は、SWIFT CSP の運用上のベス
トプラクティスを更新していま
す。

2022 年 10 月 4 日
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AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• CMMC 2.0 Level 1 に関する運
用上のベストプラクティス

• CMMC 2.0 Level 2 に関する運
用上のベストプラクティス

次のコンフォーマンスパックが更
新されました:

• Amazon API Gateway 運用の
ベストプラクティス

• AWS Well-Architected フレー
ムワークの「信頼性の柱」に関
する運用上のベストプラクティ
ス

• AWS Well-Architected フレー
ムワークの「セキュリティの
柱」に関する運用上のベストプ
ラクティス

• CMMC Level 1 に関する運用上
のベストプラクティス

• CMMC Level 2 に関する運用上
のベストプラクティス

• CMMC Level 3 に関する運用上
のベストプラクティス

• CMMC Level 4 に関する運用上
のベストプラクティス

• CMMC Level 5 に関する運用上
のベストプラクティス

• FFIEC に関する運用上のベス
トプラクティス

• FedRAMP (Low) の運用のベス
トプラクティス

• シンガポール金融管理局の
「Notice 655」の運用のベスト
プラクティス

• NBC の「TRMG」の運用のベ
ストプラクティス

• NIST 800 172 運用のベストプ
ラクティス

2022 年 9 月 30 日

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole ポ
リシーでは、AWS Glue に対する
追加のアクセス権限がサポートさ
れるようになりました。詳細につ
いては、「AWS Config に関する 
AWS マネージドポリシー」を参
照してください。

2022 年 9 月 14 日
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AWS Config は新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は、SWIFT CSP の運用上のベス
トプラクティスをサポートしてい
ます。

2022 年 9 月 9 日
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セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーでは、Amazon 
AppFlow、Amazon 
CloudWatch、Amazon 
CloudWatch RUM、Amazon 
CloudWatch Synthetics、Amazon 
Connect Customer 
Profiles、Amazon Connect 
Voice ID、Amazon 
DevOps Guru、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)、Amazon 
EC2 Auto Scaling、Amazon 
EMR、Amazon 
EventBridge、Amazon 
EventBridge Schemas、Amazon 
FinSpace、Amazon 
Fraud Detector、Amazon 
GameLift、Amazon Interactive 
Video Service (Amazon 
IVS)、Amazon Kinesis 
Data Analytics、EC2 Image 
Builder、Amazon Lex、Amazon 
Lightsail、Amazon Location 
Service、Amazon Lookout 
for Equipment、Amazon 
Lookout for Metrics、Amazon 
Lookout for Vision、Amazon 
Managed Blockchain、Amazon 
MQ、Amazon Nimble 
StudioAmazon 
Pinpoint、Amazon 
QuickSight、Amazon 
Route 53 Application 
Recovery Controller、Amazon 
Route 53 Resolver、Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3)、Amazon 
SimpleDB、Amazon 
Simple Email Service 
(Amazon SES)、Amazon 
Timestream、AWS 
AppConfig、AWS 
AppSync、AWS Auto 
Scaling、AWS Backup、AWS 
Budgets、AWS Cost 
Explorer、AWS Cloud9、AWS 
Directory Service、AWS 
DataSync、AWS Elemental 
MediaPackage、AWS 
Glue、AWS IoT、AWS 
IoT Analytics、AWS 
IoT Events、AWS IoT 
SiteWise、AWS IoT 
TwinMaker、AWS Lake 
Formation、AWS License 

2022 年 9 月 7 日

8231



AWS Config デベロッパーガイド

Manager、AWS Resilience 
Hub、AWS Signer および AWS 
Transfer Family に対する追加の
アクセス権限がサポートされる
ようになりました。詳細につい
ては、「AWS Config に関する 
AWS マネージドポリシー」を参
照してください。

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• Amazon CloudWatch に関する
運用上のベストプラクティス

• ドイツのクラウドコンピュー
ティングコンプライアンスコン
トロールカタログ (C5)

• IRS 1075 に関する運用上のベ
ストプラクティス

次のコンフォーマンスパックが更
新されました:

• AWS Control Tower Detective 
ガードレールコンフォーマンス
パック

• CISA Cyber Essentials に関す
る運用上のベストプラクティス

• SME 向け ENISA サイバーセ
キュリティガイドの運用上のベ
ストプラクティス

• FDA Title 21 CFR Part 11 の運
用のベストプラクティス

• FedRAMP(Moderate) に関する
運用上のベストプラクティス

• HIPAA Security の運用のベス
トプラクティス

• NIST プライバシーフレーム
ワーク v1.0 オペレーションの
ベストプラクティス

• NYDFS 23 の運用のベストプ
ラクティス

• RBI の「Cyber Security 
Framework for UCBs」に関す
る運用上のベストプラクティス

• RBI の「MD-ITF」の運用のベ
ストプラクティス

2022 年 8 月 31 日
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AWS Config の使用開始およびカ
スタムコンフォーマンスパック
の更新 (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は、「AWS Config の使用開始」
および「コンソールによる AWS 
Config の設定」ページを更新し
て、「ワンクリックセットアッ
プ」および「手動セットアッ
プ」ページを追加します。AWS 
Config では、「カスタムコン
フォーマンスパック」ページも更
新し、コンフォーマンスパックの 
YAML ファイルをゼロから作成す
る方法についてのチュートリアル
が追加されています。

2022 年 8 月 25 日

コンフォーマンスパックとの 
AWS Systems Manager ドキュ
メント (SSM ドキュメント) の統
合 (p. 8216)

今回のリリースでは、SSM ド
キュメントを使用してコンフォー
マンスパックテンプレートを
作成できます。SSM ドキュメ
ントの詳細については、AWS 
Systems Manager ユーザーガイ
ドの「AWS Systems Manager ド
キュメント」を参照してくださ
い。

次の API が更新されました。

• PutConformancePack
• コンフォーマンスパックの詳細
• テンプレート SSM ドキュメン

トの詳細

デベロッパーガイドの次のページ
が更新されました:

• AWS Config コンソールを使用
したコンフォーマンスパックの
デプロイ

• AWS コマンドラインインター
フェイスを使用したコンフォー
マンスパックのデプロイ

2022 年 8 月 24 日

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーでは、Amazon 
Simple Email Service (Amazon 
SES)、AWS DataSync、および 
AWS Cloud Map に対する追加の
アクセス許可の付与されるよう
になりました。詳細については、
「AWS Config に関する AWS マ
ネージドポリシー」を参照してく
ださい。

2022 年 8 月 22 日
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS 
Config を使用して、新しい 
Amazon Athena、Amazon 
Detective、Amazon 
SageMaker、Amazon 
Route 53、AWS Database 
Migration Service (AWS 
DMS)、AWS Glue、AWS Key 
Management Service (AWS 
KMS)、および Amazon Simple 
Email Service (Amazon SES) の
各リソースタイプへの設定変更を
記録できます。詳細については、
[サポートされるリソースタイプ] 
を参照してください。

2022 年 8 月 16 日

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は次のコンフォーマンスパックを
更新します。

• NIST の「1800 25」に関する
運用上のベストプラクティス

• NIST 800 181 運用のベストプ
ラクティス

• ABS CCIG 2.0 標準ワークロー
ドに関する運用上のベストプラ
クティス

• ABS CCIG 2.0 マテリアルワー
クロードに関する運用上のベス
トプラクティス

• ACSC の Essential 8 に関する
運用上のベストプラクティス

• ACSC の「ISM」に関する運用
上のベストプラクティス

• APRA の「CPG 234」に関す
る運用上のベストプラクティス

• CIS 運用のベストプラクティス 
AWS 基礎ベンチマーク v1.4 レ
ベル 1

• CIS 運用のベストプラクティス 
AWS 基礎ベンチマーク v1.4 レ
ベル 2

• BNM の「RMiT」に関する運用
上のベストプラクティス

• NIST の「CSF」に関する運用
上のベストプラクティス

2022 年 8 月 1 日
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AWS Config デベロッパーガイド

コンフォーマンスパックのコン
プライアンススコア (p. 8216)

今回のリリースでは、AWS 
Config には、コンフォーマンス
パックのコンプライアンススコ
アが導入されています。これに
より、コンフォーマンスパックの
コンプライアンス状態の概要が表
示されます。これは、コンフォー
マンスパックのコンプライアンス
レベルを特定、調査、把握するた
めに使用できます。コンプライア
ンススコアは、コンフォーマンス
パック内の可能なルールとリソー
スの組み合わせの合計数に対す
る、コンフォーマンスパック内の
コンプライアンスルールとリソー
スの組み合わせの数の割合です。

次の API が更新されました。

• ListConformancePackComplianceScores
• ConformancePackComplianceScore

デベロッパーガイドの次のページ
が更新されました:

• AWS Config ダッシュボードの
表示

• コンフォーマンスパックのダッ
シュボードでのコンプライアン
スデータの表示

• コンフォーマンスパックの管理 
(API)

2022 年 7 月 26 日

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) ConfigConformsServiceRolePolicy
ポリシーは、メトリクスデータポ
イントを Amazon CloudWatch に
発行する許可を付与するように
なりました。詳細については、
「AWS Config に関する AWS マ
ネージドポリシー」を参照してく
ださい。

2022 年 7 月 25 日
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AWS Config デベロッパーガイド

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) 今
後、AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーは、Amazon 
Elastic Container Service 
(Amazon ECS)、Amazon 
ElastiCache、Amazon 
EventBridge、Amazon 
FSx、Amazon Kinesis 
Data Analytics、Amazon 
Location Service、Amazon 
Managed Streaming for 
Apache Kafka、Amazon 
QuickSight、Amazon 
Rekognition、AWS 
RoboMaker、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3)、Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES)、AWS 
Amplify、AWS AppConfig、AWS 
AppSync、AWS Billing 
Conductor、AWS 
DataSync、AWS Firewall 
Manager、AWS Glue、AWS 
IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) (IAM 
Identity Center)、EC2 Image 
Builder および Elastic Load 
Balancing の追加的なアクセス
許可を付与します。詳細につい
ては、「AWS Config に関する 
AWS マネージドポリシー」を参
照してください。

2022 年 7 月 15 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースにより、AWS 
Config を使用して、新しい 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) リソースタイプに
対する設定変更を記録できるよ
うになります。詳細については、
[サポートされるリソースタイプ] 
を参照してください。

2022 年 7 月 8 日

AWS Config で新しいリソースタ
イプをサポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して新しい AWS Global 
Accelerator リソースタイプの設
定変更を記録できます。詳細につ
いては、[サポートされるリソー
スタイプ] を参照してください。

2022 年 7 月 5 日
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• autoscaling-launch-template
• ecs-task-definition-log-

configuration
• ecs-awsvpc-networking-

enabled
• nlb-cross-zone-load-balancing-

enabled

2022 年 7 月 1 日
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• カナダサイバーセキュリティセ
ンター (CCCS) 中規模クラウ
ド制御プロファイルに関する運
用面のベストプラクティス

• グラムリーチブライリー法 
(GLBA) に関する運用上のベス
トプラクティス

• GxP EU Annex 11 に関する運
用上のベストプラクティス

• Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS) でのセ
キュリティに関するベストプラ
クティス

• Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) でのセ
キュリティに関するベストプラ
クティス

• AWS Lambda のセキュリティ
のベストプラクティス

次のコンフォーマンスパックが更
新されました:

• AI と機械学習に関する運用面
のベストプラクティス

• Amazon DynamoDB での運用
面のベストプラクティス

• CIS の「Critical Security 
Controls v8 IG1」に関する運用
上のベストプラクティス

• CIS の「Critical Security 
Controls v8 IG2」に関する運用
上のベストプラクティス

• CIS の「Critical Security 
Controls v8 IG3」に関する運用
上のベストプラクティス

• HIPAA Security の運用のベス
トプラクティス

• NIST 800-53 rev 5の運用のベ
ストプラクティス

• NIST の「CSF」に関する運用
上のベストプラクティス

2022 年 6 月 30 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して新しい Amazon 
SageMaker リソースタイプの設
定変更を記録できます。詳細につ
いては、[サポートされるリソー
スタイプ] を参照してください。

2022 年 6 月 29 日
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS 
Config を使用して新しい 
Amazon Managed Streaming 
for Apache Kafka (Amazon 
MSK)、Amazon Route 
53、Amazon WorkSpaces、AWS 
Batch、AWS Identity and Access 
Management Access Analyzer 
(IAM Access Analyzer)、AWS 
Database Migration Service 
(AWS DMS)、AWS Step 
Functions、および Elastic Load 
Balancing リソースタイプの設定
変更を記録できます。詳細につい
ては、[サポートされるリソース
タイプ] を参照してください。

2022 年 6 月 14 日

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• aurora-last-backup-recovery-
point-created

• dynamodb-last-backup-
recovery-point-created

• ebs-last-backup-recovery-
point-created

• ec2-last-backup-recovery-
point-created

• efs-last-backup-recovery-point-
created

• fsx-last-backup-recovery-point-
created

• rds-last-backup-recovery-point-
created

• s3-last-backup-recovery-point-
created

• storagegateway-last-backup-
recovery-point-created

• virtualmachine-last-backup-
recovery-point-created

2022 年 6 月 13 日
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config と AWS Security 
Hub (p. 8216) の統合

このリリースでは、AWS Config 
管理ルールおよびカスタムルー
ルの評価の結果を AWS Security 
Hub の結果として表示できま
す。Security Hub は、ルール評価
を結果に変換し、Amazon リソー
スネーム (ARN) や作成日など、
影響を受けるリソースに関する詳
細情報を提供します。これらの結
果は、他の Security Hub の結果
と一緒に表示でき、セキュリティ
体制を包括的に概観できます。詳
細については、「ルール評価を 
Security Hub に送信する」を参照
してください。

2022 年 6 月 7 日

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーで、Amazon 
Athena、Amazon 
Detective、Amazon 
GuardDuty、Amazon 
Macie、Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES)、AWS 
Glue、AWS Resource Access 
Manager (AWS RAM)、およ
び (AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)) に対し、追加のアクセス許
可が付与できるようになりまし
た。詳細については、「AWS 
Config に関する AWS マネージド
ポリシー」を参照してください。

2022 年 5 月 31 日

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS) のセ
キュリティのベストプラクティ
ス

• Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS) のセキュリティ
のベストプラクティス

• Amazon CloudFront のセキュ
リティのベストプラクティス

• AWS Auto Scaling のセキュリ
ティのベストプラクティス

• AWS Network Firewall のセ
キュリティのベストプラクティ
ス

• AWS Secrets Manager のセ
キュリティのベストプラクティ
ス

2022 年 5 月 31 日
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して新しい Amazon 
SageMaker と AWS Step 
Functions リソースタイプの設定
変更を記録できます。詳細につい
ては、[サポートされるリソース
タイプ] を参照してください。

2022 年 5 月 26 日

AWS Config は新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースの AWS Config で
は、NERC CIP BCSI の運用上の
ベストプラクティスコンフォー
マンスパックをサポートしていま
す。

2022 年 5 月 20 日

AWS Config ルールのコンポーネ
ント (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
のコンポーネントの AWS Config 
ルールページが導入されまし
た。このページでは、ルール定
義およびルールメタデータの構造
と、AWS Config ルール開発キッ
ト (RDK) および AWS Config 
ルール開発キットライブラリ 
(RDKlib) を使用してルールを記
述する方法に関するベストプラク
ティスについて説明します。

2022 年 5 月 9 日

組織のコンフォーマンスパック
のサービス制限が引き上げられ
る (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
はすべての組織コンフォーマンス
パックにおいてアカウントあたり 
180 の AWS Config ルールをサ
ポートします。詳細については、
「 サービス制限」を参照してく
ださい。

2022 年 5 月 6 日

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• Amazon OpenSearch Service 
のセキュリティベストプラク
ティス

• Amazon Redshift のセキュリ
ティベストプラクティス

• AWS CloudTrail のセキュリ
ティのベストプラクティス

• AWS CodeBuild のセキュリ
ティのベストプラクティス

• AWS WAF のセキュリティの
ベストプラクティス

2022 年 4 月 29 日

AWS Config でマネージドルール
を更新 (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で s3-resources-protected-by-
backup-plan マネージドルールが
サポートされるようになりまし
た。

2022 年 4 月 11 日
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AWS Config デベロッパーガイド

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーでは、すべてまたは指
定された AWS CloudTrail イベ
ントデータストア (EDS) に関す
る情報の取得、すべてまたは指
定された AWS CloudFormation 
リソースに関する情報の取
得、DynamoDB Accelerator 
(DAX) パラメータグループまた
はサブネットグループのリス
トの取得、アクセス中の現在の
リージョンのアカウントでの 
AWS Database Migration Service 
(AWS DMS) レプリケーションタ
スクに関する情報の取得、指定さ
れたタイプの AWS Organizations 
でのすべてのポリシーのリストの
取得に対して、追加の許可が付与
されるようになりました。詳細に
ついては、「AWS Config に関す
る AWS マネージドポリシー」を
参照してください。

2022 年 4 月 7 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html


AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• alb-desync-mode-check
• autoscaling-capacity-

rebalancing
• autoscaling-launchconfig-

requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-

limit
• autoscaling-multiple-instance-

types
• clb-desync-mode-check
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-

version
• netfw-policy-default-action-

fragment-packets
• netfw-policy-default-action-full-

packets
• netfw-policy-rule-group-

associated
• redshift-audit-logging-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• waf-regional-rule-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-

empty
• waf-regional-webacl-not-empty
• vpc-peering-dns-resolution-

check

2022 年 4 月 4 日

8243
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config カスタムポリシー
ルール (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
により、AWS CloudFormation 
Guard (guard) を使用して AWS 
Config カスタムポリシールー
ルを作成できます。Guard 
は、AWS Config によって適用
されたポリシーを記述できる、
コードとしてのポリシー言語で
す。カスタムルールを管理する
ために Lambda 関数を作成する
必要はありません。Guard ポリ
シーを使用して記述されたルー
ルは、AWS Config コンソールか
ら、または AWS Config ルール 
API を使用して作成できます。

デベロッパーガイドの次のページ
が更新されました:

• AWS Config カスタムルール
• Guard を使用した AWS Config 

カスタムルールの作成

次の API が更新されました。

• ソース
• CustomPolicyDetails
• ConfigRuleEvaluationStatus
• GetCustomRulePolicy
• GetOrganizationCustomRulePolicy
• OrganizationCustomPolicyRuleMetadata

2022 年 4 月 4 日

AWS Config で新しいリソースタ
イプをサポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して新しい Amazon EMR 
SecurityConfiguration リソースタ
イプの設定変更を記録できます。
詳細については、[サポートされ
るリソースタイプ] を参照してく
ださい。

2022 年 3 月 31 日

AWS Config でマネージドルール
を更新 (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で virtualmachine-resources-
protected-by-backup-plan マネー
ジドルールがサポートされるよう
になりました。

2022 年 3 月 29 日
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AWS Config デベロッパーガイド

Amazon CloudWatch メトリクス
との AWS Config 統合 (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で、AWS Config ダッシュボー
ドページで Amazon CloudWatch 
による AWS Config の使用状況
と成功メトリクスの追跡がサ
ポートされるようになりまし
た。CloudWatch メトリクスは、
システムのパフォーマンスに関
するデータを提供するモニタリ
ングサービスで、AWS リソース
に関するメトリクスを検索、グラ
フ化、アラームを構築する機能な
どがあります。AWS Config ダッ
シュボードから、AWS Config の
使用を促進しているトラフィック
や、ワークフローで発生した障害
の主要なメトリクスを確認するこ
とができます。

次のページが更新されます。

• AWS Config ダッシュボードの
表示

2022 年 3 月 29 日

AWS Config で新しいリソースタ
イプをサポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して新しい Amazon 
GuardDuty Detector リソースタ
イプの設定変更を記録できます。
詳細については、[サポートされ
るリソースタイプ] を参照してく
ださい。

2022 年 3 月 24 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/viewing-the-aws-config-dashboard
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• clb-multiple-az
• cloudfront-no-deprecated-ssl-

protocols
• cloudfront-traffic-to-origin-

encrypted
• cloudwatch-alarm-action-

enabled-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-

attach-disabled
• ecr-private-lifecycle-policy-

configured
• efs-access-point-enforce-root-

directory
• efs-access-point-enforce-user-

identity
• elbv2-multiple-az
• kinesis-stream-encrypted
• redshift-default-db-name-check
• s3-event-notifications-enabled
• sns-topic-message-delivery-

notification-enabled
• waf-global-rulegroup-not-empty
• waf-global-rule-not-empty

2022 年 3 月 23 日
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は次のコンフォーマンスパックを
更新します。

• CIS の「Critical Security 
Controls v8 IG1」に関する運用
上のベストプラクティス

• CIS の「Critical Security 
Controls v8 IG2」に関する運用
上のベストプラクティス

• CIS の「Critical Security 
Controls v8 IG3」に関する運用
上のベストプラクティス

• AWS Well-Architected フレー
ムワークの「セキュリティの
柱」に関する運用上のベストプ
ラクティス

• 「Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) Low」に関す
る運用のベストプラクティス

• 「Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) Medium」に
関する運用のベストプラクティ
ス

• 「Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) High」に関す
る運用のベストプラクティス

• シンガポール金融管理局の
「Notice 655」の運用のベスト
プラクティス

• NIST の「1800-25」に関する
運用のベストプラクティス

2022 年 3 月 16 日

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーでは、AWS 
CloudFormation に対する追加の
アクセス権限がサポートされる
ようになりました。詳細につい
ては、「AWS Config に関する 
AWS マネージドポリシー」を参
照してください。

2022 年 3 月 14 日
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のマネージドルールが更新さ
れます。

• バックアップ計画によって保護
された aurora リソース

• dynamodb-バックアップ計画
によって保護されるリソース

• バックアップ計画によって保護
された EBS リソース

• EC2-バックアップ計画によっ
て保護されるリソース

• バックアップ計画によって保護
された efs リソース

• fsx-リソース-バックアップ計画
によって保護される

• rds-バックアップ計画によって
保護されるリソース

2022 年 3 月 10 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して新しい Amazon 
Elastic Container Registry Public 
リソースタイプの設定変更を記録
できます。詳細については、[サ
ポートされるリソースタイプ] を
参照してください。

2022 年 3 月 4 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して Amazon Elastic 
Compute Cloud リソースタイプ
の設定変更を記録できます。詳細
については、[サポートされるリ
ソースタイプ] を参照してくださ
い。

2022 年 2 月 28 日

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• codedeploy-auto-rollback-
monitor-enabled

• codedeploy-ec2-minimum-
healthy-hosts-configured

• codedeploy-lambda-allatonce-
traffic-shift-disabled

2022 年 2 月 25 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcontainerregistrypublic
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcontainerregistrypublic
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled.html


AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config 更新でのロギングと
モニタリング (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
が「Amazon EventBridge Events 
を使用した AWS Config のモ
ニタリング」ページを更新
して、Amazon CloudWatch 
Events への参照を置き換え
ます。イベントを管理するに
は、Amazon EventBridge が好
ましい方法です。CloudWatch 
Events と EventBridge は同じ
基盤となるサービスと API です
が、EventBridge はより多くの
機能を提供します。CloudWatch 
または EventBridge のいずれか
で行った変更は、各コンソール
に表示されます。詳細について
は、Amazon EventBridgeを参照
してください。

2022 年 2 月 24 日

AWS Config の AWS SDK ペー
ジ (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
が「AWS SDK での AWS Config 
の使用」ページを導入しま
す。AWS ソフトウェア開発キッ
ト (SDK) は、多数の一般的なプ
ログラミング言語で使用できま
す。各 SDK には、デベロッパー
が好みの言語でアプリケーション
を簡単に構築できるようにする 
API、コード例、およびドキュメ
ントが提供されています。

2022 年 2 月 24 日

セキュリティ IAM ロール信頼ポ
リシーの更新 (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
が IAM 信頼ポリシーステートメ
ントを更新して、AWS Security 
Token Service (AWS STS) 操作
に対する sourceARN および/ま
たは sourceAccountId でのア
クセスを制限するセキュリティ保
護を信頼ポリシーに含めます。こ
れにより、期待されるユーザー
とシナリオのためにのみ、IAM 
ロールの信頼ポリシーがリソース
にアクセスするようになります。

次のページが更新されます。

• ロールへの IAM 信頼ポリシー
の追加

2022 年 2 月 18 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-logging-and-monitoring.html#monitor-config-with-cloudwatchevents
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iamrole-permissions.html#iam-trust-policy


AWS Config デベロッパーガイド

グローバルリソースタイプの記
録に対する変更 (p. 8216)

AWS Config では、新しいグ
ローバルリソースタイプが AWS 
Config の記録に記録される方
法が変更されました。グローバ
ルリソースタイプは、作成時に
リージョンを指定する必要がな
い AWS リソースです。この変
更が行われるまで、AWS Config 
は、AWS Config でサポートされ
るすべてのリージョン内のグロー
バルリソースタイプを記録してい
ました。変更後、AWS Config の
記録にオンボードされた新しい
グローバルリソースタイプは、商
用パーティションについてはサー
ビスのあるホームリージョンの
み、GovCloud パーティションに
ついては AWS GovCloud (米国西
部) のみで記録されるようになり
ます。これらの新しいグローバル
リソースタイプの設定項目は、
ホームリージョンおよび AWS 
GovCloud (米国西部) 以外では表
示できなくなります。2022 年 2 
月以降にオンボーディングされた
グローバルリソースタイプのホー
ムリージョンのリストについて
は、「すべてのサポートされてい
るリソースタイプの記録」ページ
の表を参照してください。

現在サポートされているグロー
バルリソースタイプである
AWS::IAM::Group、AWS::IAM::Policy、AWS::IAM::Role、AWS::IAM::User
は変更されず、今後も AWS 
Config で有効化されているすべ
てのリージョン内の設定項目を配
信します。この変更は、2022 年 
2 月以降にオンボードされた新し
いグローバルリソースタイプのみ
に影響します。

2022 年 2 月 18 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/select-resources.html#w2aab9c18b9b7
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/select-resources.html#w2aab9c18b9b7


AWS Config デベロッパーガイド

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole ポ
リシーは、Elastic Beanstalk 環
境の詳細と、指定された Elastic 
Beanstalk 設定セットの設定内容
の説明の取得、OpenSearch ま
たは Elasticsearch バージョンの
マップの取得、データベースに
利用できる Amazon RDS オプ
ショングループの説明、および 
CodeDeploy デプロイ設定に関す
る情報の取得を実行する許可を
付与するようになりました。こ
のポリシーは、AWS アカウント
にアタッチされている指定され
た代替連絡先情報の取得、AWS 
Organizations ポリシーに関する
情報の取得、Amazon ECR リポ
ジトリポリシーの取得、アーカイ
ブされた AWS Config ルールに関
する情報の取得、Amazon ECS 
タスク定義ファミリーのリスト
の取得、指定された子組織単位 
(OU) またはアカウントのルート
または親 OU のリスト化、およ
び指定されたターゲットルート、
組織単位、またはアカウントに
アタッチされているポリシーの
リスト化を実行する許可も付与し
ます。詳細については、「AWS 
Config に関する AWS マネージド
ポリシー」を参照してください。

2022 年 2 月 10 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html


AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• autoscaling-multiple-az
• codebuild-project-artifact-

encryption
• codebuild-project-environment-

privileged-check
• codebuild-project-logging-

enabled
• codebuild-project-s3-logs-

encrypted
• ec2-security-group-attached-to-

eni-periodic
• ecr-private-image-scanning-

enabled
• ecr-private-tag-immutability-

enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-

access
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-memory-

hard-limit
• ecs-task-definition-nonroot-

user
• ecs-task-definition-pid-mode-

check
• eks-cluster-oldest-supported-

version
• eks-cluster-supported-version
• lambda-vpc-multi-az-check
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-stateless-rule-group-not-

empty
• rds-cluster-default-admin-check
• rds-db-security-group-not-

allowed
• rds-instance-default-admin-

check
• redshift-default-admin-check
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-version-lifecycle-policy-

check
• waf-global-webacl-not-empty

2022 年 2 月 10 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-multiple-az.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-no-environment-secrets.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-pid-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-pid-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-cluster-oldest-supported-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-cluster-oldest-supported-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-cluster-supported-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-vpc-multi-az-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-db-security-group-not-allowed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-db-security-group-not-allowed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-global-webacl-not-empty.html


AWS Config デベロッパーガイド

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole ポ
リシーで、Amazon CloudWatch 
ロググループおよびストリーム
を作成し、作成したログストリー
ムにログを書き込むアクセス許可
が付与されるようになりました。
詳細については、「AWS Config 
に関する AWS マネージドポリ
シー」を参照してください。

2022 年 2 月 2 日

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• opensearch-access-control-
enabled

• opensearch-audit-logging-
enabled

• opensearch-data-node-fault-
tolerance

• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-

encryption-check

2022 年 1 月 31 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して AWS CodeDeploy リ
ソースタイプの設定変更を記録
できます。詳細については、[サ
ポートされるリソースタイプ] を
参照してください。

2022 年 1 月 5 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して新しい Amazon 
SageMaker リソースタイプの設
定変更を記録できます。詳細につ
いては、[サポートされるリソー
スタイプ] を参照してください。

2021 年 12 月 20 日

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• SME 向け ENISA サイバーセ
キュリティガイドの運用上のベ
ストプラクティス

2021 年 12 月 20 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-enisa-cybersecurity-guide-for-smes.html


AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• NIST 800 172 運用のベストプ
ラクティス

• NIST 800 181 運用のベストプ
ラクティス

次のコンフォーマンスパックが更
新されました。

• K-ISMS の運用のベストプラク
ティス

2021 年 11 月 18 日

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• Amazon API Gateway 運用の
ベストプラクティス

• 運用のベストプラクティス
AWS Backup

• CISA Cyber Essentials に関す
る運用上のベストプラクティス

• DevOPs 運用のベストプラク
ティス

• NIST プライバシーフレーム
ワーク v1.0 オペレーションの
ベストプラクティス

次のコンフォーマンスパックが更
新されました:

• FedRAMP (Low) の運用のベス
トプラクティス

• 「FedRAMP(Moderate)」に関
する運用のベストプラクティス

2021 年 10 月 29 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して新しい Amazon 
OpenSearch Service リソースタ
イプの設定変更を記録できます。
詳細については、[サポートされ
るリソースタイプ] を参照してく
ださい。

2021 年 10 月 12 日

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は次のコンフォーマンスパックを
更新します。

• MAS TRMGの運用のベストプ
ラクティス

2021 年 10 月 12 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-172.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-172.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-181.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-181.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-k-isms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-k-isms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-amazon-API-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-amazon-API-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-aws-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-aws-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cisa-ce.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cisa-ce.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-DevOps.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-DevOps.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_privacy_framework.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_privacy_framework.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_privacy_framework.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-fedramp-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-fedramp-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-fedramp-moderate.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-fedramp-moderate.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonopensearchservice
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonopensearchservice
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-mas-trmg.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-mas-trmg.html


AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は次のコンフォーマンスパックを
更新します。

• ABS CCIG 2.0 マテリアルワー
クロードに関する運用上のベス
トプラクティス

• ABS CCIG 2.0 標準ワークロー
ドに関する運用上のベストプラ
クティス

• ACSC の Essential 8 に関する
運用上のベストプラクティス

• ACSC の「ISM」に関する運用
上のベストプラクティス

• BNM の「RMiT」に関する運用
上のベストプラクティス

• CMMC Level 1 に関する運用上
のベストプラクティス

• CMMC Level 2 に関する運用上
のベストプラクティス

• CMMC Level 3 に関する運用上
のベストプラクティス

• CMMC Level 4 に関する運用上
のベストプラクティス

• CMMC Level 5 に関する運用上
のベストプラクティス

• FDA Title 21 CFR Part 11 の運
用のベストプラクティス

• FFIEC に関する運用上のベス
トプラクティス

• シンガポール金融管理局の
「Notice 655」の運用のベスト
プラクティス

• NBC の「TRMG」の運用のベ
ストプラクティス

• NERC CIP に関する運用上の
ベストプラクティス

• NIST 800-53 rev 5の運用のベ
ストプラクティス

2021 年 9 月 30 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ABS-CCIGv2-Material.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ABS-CCIGv2-Material.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ABS-CCIGv2-Material.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ABS-CCIGv2-Standard.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ABS-CCIGv2-Standard.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ABS-CCIGv2-Standard.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-acsc_essential_8.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-acsc_essential_8.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-acsc-ism.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-acsc-ism.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-bnm-rmit.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-bnm-rmit.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_4.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_4.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_5.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_5.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-FDA-21CFR-Part-11.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-FDA-21CFR-Part-11.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ffiec.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ffiec.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-mas_notice_655.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-mas_notice_655.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-mas_notice_655.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nbc-trmg.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nbc-trmg.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nerc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nerc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-800-53_rev_5.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-800-53_rev_5.html


AWS Config デベロッパーガイド

セキュリティ IAM 更新 (p. 8216) AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーと AWS_ConfigRole
ポリシーでは、Amazon 
OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) のドメイ
ン/ドメインの詳細を取得する権
限と、特定の Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
DB パラメータグループの詳細な
パラメータリストを取得する権
限が付与されるようになりまし
た。このポリシーでは、Amazon 
ElastiCache スナップショットの
詳細を取得するアクセス許可を
付与します。詳細については、
[AWS の AWS Config 管理ポリ
シー] を参照してください。

2021 年 9 月 8 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して Amazon Elastic 
Compute Cloud リソースタイプ
の設定変更を記録できます。詳細
については、[サポートされるリ
ソースタイプ] を参照してくださ
い。

2021 年 9 月 7 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud


AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は次のコンフォーマンスパックを
更新します。

• APRA の「CPG 234」に関す
る運用上のベストプラクティス

• CIS 運用のベストプラクティス 
AWS 基礎ベンチマーク v1.4 レ
ベル 1

• CIS 運用のベストプラクティス 
AWS 基礎ベンチマーク v1.4 レ
ベル 2

• NCSC Cloud Security 
Principles に関する運用上のベ
ストプラクティス

• NCSC の「Cyber Assesment 
Framework」に関する運用上の
ベストプラクティス

• NIST 800 171 に関する運用上
のベストプラクティス

• NIST の「CSF」に関する運用
上のベストプラクティス

• RBI の「Cyber Security 
Framework for UCBs」に関す
る運用上のベストプラクティス

• RBI の「MD-ITF」の運用のベ
ストプラクティス

• NYDFS 23 の運用のベストプ
ラクティス

• PCI DSS 3.2.1 運用のベストプ
ラクティス

2021 年 8 月 30 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-apra_cpg_234.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-apra_cpg_234.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc_cafv3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc_cafv3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc_cafv3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-171.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-171.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-csf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-csf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-bcsf-ucb.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-bcsf-ucb.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-bcsf-ucb.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-md-itf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-md-itf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-us_nydfs.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-us_nydfs.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-pci-dss.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-pci-dss.html


AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• バックアップ計画によって保護
された aurora リソース

• バックアップ計画-分-頻度と分
保持チェック

• バックアップ/リカバリ・ポイ
ント暗号化

• バックアップ/リカバリ・ポイ
ントの手動削除/無効化

• バックアップ/リカバリ・ポイ
ントの最小保存期間チェック

• dynamodb-バックアップ計画
によって保護されるリソース

• バックアップ計画によって保護
された EBS リソース

• EC2-バックアップ計画によっ
て保護されるリソース

• バックアップ計画によって保護
された efs リソース

• fsx-リソース-バックアップ計画
によって保護される

• rds-バックアップ計画によって
保護されるリソース

2021 年 8 月 20 日

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• NZISM 運用のベストプラク
ティス

2021 年 8 月 20 日

セキュリティ Amazon SNS ポリ
シーの更新 (p. 8216)

このリリースで、AWS Config 
はサービスリンクされたロール
を使用するときに Amazon SNS 
トピックの IAM が更新され、ト
ピックポリシーの sourceARN お
よび/または sourceAccountId
でアクセスを制限するセキュリ
ティ保護を含みます。これによ
り、Amazon SNS が期待される
ユーザーとシナリオのみに代わっ
てリソースにアクセスしているこ
とを確認できます。

次のページが更新されます。

• Amazon SNS トピックへの許
可

2021 年 8 月 17 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nzism.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nzism.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-topic-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-topic-policy.html


AWS Config デベロッパーガイド

セキュリティ AWS Lambda ポリ
シーの更新 (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で AWS Lambda カスタムルール
の AWS Config リソースベースポ
リシーを更新し、起動リクエス
トで sourceARN および/または
sourceAccountId もあわせ、
アクセスを制限するセキュリティ
保護を含むようにしました。これ
により、AWS Lambda は予想さ
れるユーザーおよびシナリオのみ
に代わってリソースにアクセスし
ています。

次のページが更新されます。

• AWS::Config::ConfigRule
• AWS Configのカスタムルール

の作成

2021 年 8 月 12 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して Amazon Kinesis リ
ソースタイプの設定変更を記録
できます。詳細については、[サ
ポートされるリソースタイプ] を
参照してください。

2021 年 8 月 6 日

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• 「Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) High」に関す
る運用のベストプラクティス

次のコンフォーマンスパックが更
新されました:

• AWS Well-Architected フレー
ムワークの「信頼性の柱」に関
する運用上のベストプラクティ
ス

• AWS Well-Architected フレー
ムワークの「セキュリティの
柱」に関する運用上のベストプ
ラクティス

• 「Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) Low」に関す
る運用のベストプラクティス

• 「Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) Medium」に
関する運用のベストプラクティ
ス

• HIPAA Security の運用のベス
トプラクティス

2021 年 7 月 30 日
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-config-configrule.html
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カスタムルールの AWS Lambda 
関数の AWS Config 例 (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は AWS Lambda ルール (Python) 
の AWS Config 関数の例にある 
Python 関数の例を提供します。

2021 年 7 月 29 日

セキュリティの IAM 更
新 (p. 8216)

AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーおよび
AWS_ConfigRole ポリシーで
は、ロググループのタグの一覧
表示、ステートマシンのタグの
一覧表示、すべてのステートマ
シンの一覧表示を行うアクセス
許可が付与されるようになりまし
た。これらのポリシーは、ステー
トマシンに関する詳細を取得す
るアクセス許可を付与するように
なりました。また、これらのポリ
シーは、Amazon EC2 Systems 
Manager (SSM)、Amazon Elastic 
Container Registry、Amazon 
FSx、Amazon Kinesis Data 
Firehose、Amazon Managed 
Streaming for Apache Kafka 
(Amazon MSK)、Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS)、Amazon 
Route 53、Amazon 
SageMaker、Amazon Simple 
Notification Service、AWS 
Database Migration 
Service、AWS Global 
Accelerator、および AWS 
Storage Gateway の追加のアクセ
ス許可もサポートします。詳細に
ついては、[AWS 管理ポリシーお
よび AWS Config] を参照してく
ださい。

2021 年 7 月 28 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して AWS Backup リソー
スタイプの設定変更を記録できま
す。詳細については、[サポート
されるリソースタイプ] を参照し
てください。

2021 年 7 月 14 日
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AWS Config デベロッパーガイド

AWS Config が新しいコン
フォーマンスパックをサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で次のコンフォーマンスパックが
サポートされます。

• CIS の「Critical Security 
Controls v8 IG1」に関する運用
上のベストプラクティス

• CIS の「Critical Security 
Controls v8 IG2」に関する運用
上のベストプラクティス

• CIS の「Critical Security 
Controls v8 IG3」に関する運用
上のベストプラクティス

• NIST の「1800 25」に関する
運用上のベストプラクティス

2021 年 7 月 9 日

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
は以下のマネージドルールをサ
ポートしています。

• ssm-document-not-public
• s3-account-level-public-

access-blocks-periodic

2021 年 6 月 25 日

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• ec2-instance-multiple-eni-
check

• elbv2-acm-certificate-required
• autoscaling-launch-config-

public-ip-disabled

2021 年 6 月 10 日
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セキュリティの IAM 更
新 (p. 8216)

AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーおよび
AWS_ConfigRole ポリシー
が、AWS Systems Manager 
ドキュメントと IAM Access 
Analyzer に関する情報へ
のアクセス許可を表示する
権限を付与するようになり
ました。これらのポリシー
は、Amazon Kinesis、Amazon 
ElastiCache、Amazon 
EMR、AWS、Amazon Route 
53、Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
の追加の AWS Network Firewall 
リソースタイプをサポートする
ようになりました。これらのア
クセス許可の変更により、これ
らのリソースタイプのサポートに
必要な読み取り専用 API を AWS 
Config で呼び出すことができ
るようになりました。これらの
ポリシーは、lambda-inside-vpc
AWS Config マネージドルールの 
Lambda@Edge 関数のフィルタ
リングもサポートします。詳細に
ついては、AWS の [AWS Config 
管理ポリシー] を参照してくださ
い。

2021 年 6 月 8 日

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

• rds-cluster-multi-az-enabled
• api-gw-associated-with-waf
• iam-policy-no-statements-with-

full-access

2021 年 5 月 19 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して Amazon Elastic File 
System のリソースタイプの設定
変更を記録できます。詳細につい
ては、[サポートされるリソース
タイプ] を参照してください。

2021 年 5 月 13 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticfilesystem
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticfilesystem


AWS Config デベロッパーガイド

セキュリティの IAM 更
新 (p. 8216)

AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーおよび
AWS_ConfigRole ポリシー
が、API Gateway の Config 
ルールのサポートに必要な API 
Gateway への読み取り専用 GET 
を AWS Config で呼び出すことが
できるアクセス許可を付与する
ようになりました。これらのポリ
シーは、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) の読み取り
専用 API を AWS Config で呼び
出すことができるアクセス許可も
追加します。これらのアクセス許
可は AWS::S3::AccessPoint
リソースタイプをサポートするた
めに必要となります。詳細につい
ては、[AWS の AWS Config 管理
ポリシー] を参照してください。

2021 年 5 月 10 日

AWS Config カスタムルー
ル (p. 8216)

デベロッパーガイドの次のページ
が更新されました:

• カスタムルールの開始方法
AWS Config

• のカスタムルールの作成 AWS 
Config

2021 年 4 月 30 日

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• aurora-mysql-backtracking-
enabled

• ec2-instance-profile-attached
• ecs-task-definition-user-for-

host-mode-check
• no-unrestricted-route-to-igw
• rds-automatic-minor-version-

upgrade-enabled
• redshift-enhanced-vpc-routing-

enabled

2021 年 4 月 15 日
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セキュリティの IAM 更
新 (p. 8216)

AWSConfigServiceRolePolicy
ポリシーおよび
AWS_ConfigRole ポリシー
は、AWS Systems Manager 
で指定されたドキュメント
に関する情報を表示するた
めのアクセス許可を付与する
ようになりました。これらの
ポリシーは、AWS、Amazon 
Elastic File System、Amazon 
ElastiCache、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3)、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)、Amazon 
Kinesis、Amazon 
SageMaker、AWS Backup、お
よび Amazon Route 53 の追加の 
AWS Database Migration Service 
リソースタイプもサポートする
ようになりました。これらのア
クセス許可の変更により、これ
らのリソースタイプのサポートに
必要な読み取り専用 API を AWS 
Config で呼び出すことができる
ようになりました。詳細について
は、[AWS の AWS Config 管理ポ
リシー] を参照してください。

2021 年 4 月 14 日
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AWS Config デベロッパーガイド

設定項目 (CI) としてのコン
フォーマンスパックのコンプラ
イアンス (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
で設定項目としてのコンフォーマ
ンスパックのコンプライアンスが
サポートされます。これにより、
以下を行うことができます:

• コンフォーマンスパックのコン
プライアンス状態に対する変更
のタイムラインを表示する

• 複数のアカウントとリージョ
ンにまたがるコンフォーマンス
パックのコンプライアンスをま
とめる

• 高度なクエリを使用してコン
フォーマンスパックのコンプラ
イアンスを確認する

次の API が更新されました。

• DescribeAggregateComplianceByConformancePacks
• GetAggregateConformancePackComplianceSummary

デベロッパーガイドの次のページ
が更新されました:

• コンフォーマンスパックのダッ
シュボードでのコンプライアン
スデータの表示

• コンフォーマンスパックのコン
プライアンス履歴のタイムライ
ンの表示

• アグリゲータダッシュボードで
のコンプライアンスデータの表
示

• AWS リソースの現在の設定状
態のクエリ

• サポートされているリソースタ
イプ

2021 年 3 月 30 日

ページ割りの更新 (p. 8216) このリリースでは、AWS Config 
の高度なクエリ機能で、COUNT 
や SUM などの集計関数を含むク
エリのページ割りがサポートされ
るようになりました。高度なクエ
リを使用して、以前は 500 行に
制限されていたページ割りを介し
て集計クエリの完全な結果を取得
できるようになりました。詳細に
ついては、[AWS リソースの現在
の設定状態のクエリ] を参照して
ください

2021 年 3 月 26 日
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リージョンのサポート (p. 8216) このリリースでは、AWS Config 
および AWS Config ルールがアジ
アパシフィック (大阪) リージョ
ンでサポートされるようになりま
した。

2021 年 3 月 4 日

AWS Config でリソースタイプを
サポート (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
を使用して、Amazon Elastic 
Container Registry、Amazon 
Elastic Container Service、およ
び Amazon Elastic Kubernetes 
Service のリソースタイプに対す
る設定変更を記録できます。詳細
については、[サポートされるリ
ソースタイプ] を参照してくださ
い。

2021 年 2 月 25 日

KMS 暗号化のサポー
ト (p. 8216)

このリリースでは、AWS Config 
では AWS Config によって配信さ
れる S3 バケット配信用オブジェ
クトで KMS ベースの暗号化を使
用できます。

次の API が更新されました。

• DeliveryChannel
• PutDeliveryChannel

デベロッパーガイドの次のページ
が更新されました:

• KMS キーのアクセス許可
• AWS Config に割り当てられた 

IAM ロールのアクセス許可

2021 年 2 月 16 日

AWS Config でマネージドルール
が更新 (p. 8216)

このリリースでは、以下の新しい
マネージドルールを AWS Config 
でサポートしています。

• secretsmanager-secret-
periodic-rotation

• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk

2021 年 2 月 16 日

保存されたクエリリージョンの
サポート (p. 8216)

このリリースでは、保存された
クエリが AWS GovCloud (米国東
部) および AWS GovCloud (米国
西部) のリージョンでサポートさ
れるようになりました。

2021 年 2 月 15 日

8266

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeliveryChannel.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutDeliveryChannel.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-kms-key-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iamrole-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iamrole-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-periodic-rotation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-periodic-rotation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

マルチアカウントマルチリー
ジョンのデータ集約のリージョ
ンをサポート (p. 8216)

このリリースでは、マルチアカ
ウントマルチリージョンのデータ
集約が、アフリカ (ケープタウン) 
および欧州 (ミラノ) のリージョ
ンでもサポートされます。詳細に
ついては、[マルチアカウントマ
ルチリージョンのデータ集約] を
参照してください。

2021 年 2 月 15 日

高度なクエリリージョンのサ
ポート (p. 8216)

このリリースでは、アフリカ 
(ケープタウン) および欧州 (ミラ
ノ) のリージョンでも高度なクエ
リがサポートされます。詳細につ
いては、[AWS リソースの現在の
設定状態のクエリ] を参照してく
ださい。

2021 年 2 月 15 日

AWS Config のドキュメント履歴
通知が RSS フィード経由で利用
可能に (p. 8216)

RSS フィードにサブスクライブ
して、AWS Config ドキュメント
の更新に関する通知を受信できる
ようになりました。

2021 年 1 月 1 日

以前の更新
次の表は、2020 年 12 月 31 日より以前の AWS Config のドキュメントのリリース履歴をまとめたもので
す。

変更 説明 リリース日

保存されたクエリ
のサポート

このリリースでは、AWS Config を使用
してクエリを保存できます。クエリを保
存すると、クエリの検索、クエリエディ
タへのコピー、編集、削除を行うことが
できます。クエリを保存する方法の詳細
については、[SQL クエリエディタを使
用したクエリ (コンソール) (p. 270) およ
び SQL クエリエディタ (AWS CLI) を使
用したクエリ (p. 272)] を参照してくだ
さい。

API の詳細については、[AWS Config 
API リファレンス］を参照してくださ
い。

• PutStoredQuery
• GetStoredQuery
• ListStoredQueries
• DeleteStoredQuery

また、「サービスの制限 (p. 186)」も参
照してください。

2020 年 12 月 21 日

プロセスチェック
のサポート

このリリースでは、コンフォーマンス
パックの一部として、検証が必要な外部

2020 年 12 月 17 日
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変更 説明 リリース日
タスクと内部タスクを追跡できる AWS 
Config ルールの一種であるプロセス
チェックを AWS Config でサポートしま
す。プロセスチェックを使用すると、要
件とアクションのコンプライアンスを 1 
か所で一覧表示できます。

プロセスチェックの詳細については、コ
ンフォーマンスパック内の AWS Config 
プロセスチェック (p. 721) トピックおよ
び [PutExternalEvaluation API ] を参照し
てください。

AWS Config でマ
ネージドルールを
更新

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールを AWS Config でサポートし
ています。

• api-gw-ssl-enabled (p. 334)
• api-gw-xray-enabled (p. 335)
• beanstalk-enhanced-health-reporting-

enabled (p. 345)
• cloudfront-accesslogs-

enabled (p. 348)
• cloudfront-associated-with-

waf (p. 349)
• cloudfront-custom-ssl-

certificate (p. 349)
• elastic-beanstalk-managed-updates-

enabled (p. 409)
• rds-cluster-iam-authentication-

enabled (p. 446)
• redshift-cluster-kms-enabled (p. 458)
• s3-bucket-level-public-access-

prohibited (p. 468)
• subnet-auto-assign-public-ip-

disabled (p. 489)
• vpc-network-acl-unused-

check (p. 492)

2020 年 12 月 17 日

AWS Config サ
ポート AWS 
Network Firewall

このリリースでは、AWS Config を
使用して、AWS Network Firewall 
FirewallPolicy、RuleGroup、およびファ
イアウォールのリソースタイプへの設
定変更を記録できます。詳細について
は、「サポートされているリソースタイ
プ (p. 11)」を参照してください。

2020 年 12 月 4 日
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変更 説明 リリース日

ドキュメントの更
新

委任された管理者アカウントで組織全体
のリソースデータを集約するサポートが 
AWS Config に追加されました。委任管
理者アカウントを使用して、AWS 組織
のすべてのメンバーアカウントを対象
に、リソース構成とコンプライアンス
データを集約することができるようにな
りました。

詳細については、
[PutConfigurationAggregator]、[コン
ソールを使用したアグリゲータのセット
アップ (p. 8067)] および [委任された管
理者の登録 (p. 8071)] を参照してくださ
い。

2020 年 12 月 4 日

AWS Config 新し
いコンフォーマン
スパックをサポー
ト

• CMMC Level 3 に関する運用上のベ
ストプラクティス  (p. 2922)

• CMMC Level 4 に関する運用上のベ
ストプラクティス  (p. 3149)

• CMMC Level 5 に関する運用上のベ
ストプラクティス  (p. 3396)

• 「Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS) Low」に関する運用上のベスト
プラクティス  (p. 4040)

• 「Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS) Medium」に関する運用のベス
トプラクティス  (p. 4099)

• NCSC の「Cyber Assesment 
Framework」に関する運用上のベスト
プラクティス  (p. 5989)

• RBI の「Cyber Security Framework 
for UCBs」に関する運用上のベストプ
ラクティス (p. 7916)

2020 年 10 月 30 日
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変更 説明 リリース日

AWS Config 新し
いコンフォーマン
スパックをサポー
ト

• ACSC の Essential 8 に関する運用上
のベストプラクティス  (p. 937)

• ACSC の「ISM」に関する運用上のベ
ストプラクティス  (p. 950)

• AI と機会学習に関する運用上のベス
トプラクティス (p. 1024)

• アセット管理に関する運用上のベスト
プラクティス (p. 1151)

• BCP と DR に関する運用上のベスト
プラクティス (p. 1264)

• EC2 に関する運用上のベストプラク
ティス (p. 3951)

• K-ISMS の運用のベストプラクティス
 (p. 5484)

• ロードバランシングの運用のベストプ
ラクティス (p. 5531)

• ログ記録に関する運用上のベストプラ
クティス (p. 5532)

• モニタリングの運用のベストプラク
ティス (p. 5676)

• サーバーレスの運用のベストプラク
ティス (p. 8022)

2020 年 10 月 22 日

AWS Config 新し
いコンフォーマン
スパックをサポー
ト

• APRA の「CPG 234」に関する運用
上のベストプラクティス  (p. 1025)

• FedRAMP (Low) の運用のベストプラ
クティス  (p. 4426)

• シンガポール金融管理局の「Notice 
655」の運用のベストプラクティス
 (p. 5532)

• NBC の「TRMG」の運用のベストプ
ラクティス (p. 5676)

• NCSC Cloud Security Principles に
関する運用上のベストプラクティス
 (p. 5932)

• RBI の「MD-ITF」の運用のベストプ
ラクティス (p. 7944)

2020 年 10 月 15 日
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変更 説明 リリース日

AWS Config 新し
いコンフォーマン
スパックをサポー
ト

• ABS CCIG 2.0 マテリアルワークロー
ドに関する運用上のベストプラクティ
ス  (p. 727)

• ABS CCIG 2.0 標準ワークロードに
関する運用上のベストプラクティス
 (p. 849)

• BNM の「RMiT」に関する運用上の
ベストプラクティス  (p. 1264)

• データの回復性に関する運用上のベス
トプラクティス (p. 3950)

• データレイクと分析サービスに
関する運用上のベストプラクティ
ス (p. 3950)

• 暗号化とキー管理に関する運用上のベ
ストプラクティス (p. 3951)

• FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベ
ストプラクティス (p. 4236)

• パブリックにアクセス可能なリ
ソースの運用のベストプラクティ
ス (p. 7916)

• MAS TRMG の運用のベストプラク
ティス  (p. 5556)

• NERC CIP BCSI に関する運用上のベ
ストプラクティス  (p. 5904)

• NYDFS 23 の運用のベストプラクティ
ス (p. 7561)

2020 年 10 月 8 日

8271



AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config 新し
いコンフォーマン
スパックをサポー
ト

• AWS Well-Architected フレームワーク
の「信頼性の柱」に関する運用上のベ
ストプラクティス  (p. 1152)

• AWS Well-Architected フレームワーク
の「セキュリティの柱」に関する運用
上のベストプラクティス  (p. 1184)

• CMMC Level 1 に関する運用上のベス
トプラクティス (p. 2706)

• CMMC Level 2 に関する運用上のベス
トプラクティス (p. 2769)

• コンピューティングサービスに関
する運用上のベストプラクティス
 (p. 3950)

• データベースサービスに関する運用
上のベストプラクティス  (p. 3950)

• サービスの管理およびガバナンスの
運用のベストプラクティス  (p. 5532)

• ネットワークおよびコンテンツ配信
サービスの運用のベストプラクティス
 (p. 6082)

• セキュリティ、ID、コンプライア
ンスの運用のベストプラクティス
 (p. 8021)

• ストレージサービスの運用のベスト
プラクティス  (p. 8022)

2020 年 10 月 26 日

AWS Config 新し
いコンフォーマン
スパックをサポー
ト

• FedRAMP(Moderate) に関する運用上
のベストプラクティス (p. 4564)

• FFIEC に関する運用上のベストプラ
クティス  (p. 4860)

• 「HIPAA Security」 の運用のベスト
プラクティス (p. 5131)

• NIST の「800-53 rev 4」の運用のベ
ストプラクティス  (p. 6082)

• NIST 800 171 に関する運用上のベス
トプラクティス  (p. 6660)

2020 年 9 月 28 日

ドキュメントの更
新

次のコンフォーマンスパックのトピック
が更新されました。

• 前提条件 (p. 715)
• AWS Config コンソールを使用した

コンフォーマンスパックのデプロ
イ (p. 8050)

• 組織内のすべてのアカウントのコン
フォーマンスパックの管理 (p. 8056)

2020 年 9 月 28 日
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変更 説明 リリース日

AWS Config でマ
ネージドルールを
更新

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールを AWS Config でサポートし
ています。

• iam-customer-policy-blocked-kms-
actions (p. 420)

• iam-inline-policy-blocked-kms-
actions (p. 421)

2020 年 9 月 17 日

AWS Config で 
AWS WAF v2 をサ
ポート

このリリースでは、AWS Config 
を使用して、AWS WAF v2 
WebACL、IPSet、RegexPatternSet、RuleGroup、
および ManagedRuleSet のリソースタ
イプへの設定変更を記録できます。詳
細については、「サポートされているリ
ソースタイプ (p. 11)」を参照してくだ
さい。

2020 年 9 月 1 日

ドキュメントの更
新

フルアクセスを許可するカスタムアクセ
ス許可の作成について、ノートが AWS 
Config へのフルアクセス (p. 8095) に追
加されました。

以下のルールのドキュメントが更新され
ました。

• s3-bucket-server-side-encryption-
enabled (p. 473)

• ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled (p. 376)

• ec2-managedinstance-platform-
check (p. 383)

2020 年 8 月 24 日

ドキュメントの更
新

PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティ
ス  (p. 7702) および NIST の「CSF」
に関する運用上のベストプラクティス
 (p. 7234) テンプレートが更新されまし
た。

2020 年 8 月 14 日

ドキュメントの更
新

リレーションシップクエリの例が追加
されました。詳細については、「関係の
クエリの例 (p. 279)」を参照してくださ
い。

2020 年 7 月 30 日

ドキュメントの更
新

次の API が更新されました。

• ConfigurationAggregator
• RemediationConfiguration
• DescribeOrganizationConfigRules
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
• DescribeOrganizationConformancePacks
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus

2020 年 7 月 23 日
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変更 説明 リリース日

AWS Config で 
AWS Systems 
Manager のリソー
スタイプをサポー
ト

このリリースでは、AWS Config を使っ
て AWS Systems Manager のファイル
データリソースタイプへの設定変更を記
録できます。詳細については、「サポー
トされているリソースタイプ (p. 11)」
を参照してください。

2020 年 7 月 9 日

ドキュメントの更
新

AWS Identity And Access Management 
に関する運用上のベストプラクティ
ス (p. 1152) および PCI DSS 3.2.1 運用
のベストプラクティス  (p. 7702) テンプ
レートが更新されました。

2020 年 7 月 9 日
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変更 説明 リリース日

AWS Config でマ
ネージドルールを
更新

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールを AWS Config でサポートし
ています。

• account-part-of-organizations (p. 328)
• alb-http-drop-invalid-header-

enabled (p. 330)
• alb-waf-enabled (p. 331)
• cloudfront-default-root-object-

configured (p. 349)
• cloudfront-origin-access-identity-

enabled (p. 350)
• cloudfront-origin-failover-

enabled (p. 351)
• cloudfront-sni-enabled (p. 352)
• cloudtrail-security-trail-

enabled (p. 354)
• cw-loggroup-retention-period-

check (p. 365)
• dax-encryption-enabled (p. 366)
• dynamodb-in-backup-plan (p. 369)
• ebs-in-backup-plan (p. 373)
• ec2-imdsv2-check (p. 376)
• efs-in-backup-plan (p. 397)
• eks-endpoint-no-public-

access (p. 401)
• eks-secrets-encrypted (p. 401)
• elasticsearch-node-to-node-

encryption-check (p. 408)
• elb-cross-zone-load-balancing-

enabled (p. 411)
• elb-tls-https-listeners-only (p. 413)
• iam-no-inline-policy-check (p. 422)
• rds-cluster-deletion-protection-

enabled (p. 446)
• rds-in-backup-plan (p. 451)
• rds-instance-deletion-protection-

enabled (p. 449)
• rds-instance-iam-authentication-

enabled (p. 450)
• rds-logging-enabled (p. 452)
• redshift-backup-enabled (p. 457)
• waf-classic-logging-enabled (p. 495)
• wafv2-logging-enabled (p. 494)

2020 年 7 月 9 日
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変更 説明 リリース日
詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

マルチアカウント
マルチリージョ
ンのデータ集約の
リージョンをサ
ポート

このリリースでは、マルチアカウント
マルチリージョンのデータ集約が、ア
ジアパシフィック (香港) および中東 
(バーレーン) のリージョンでサポート
されるようになりました。詳細につい
ては、[Multi-Account Multi-Region Data 
Aggregation (p. 8062)] および [マルチア
カウントマルチリージョンのデータ集約
のトラブルシューティング (p. 8078)] を
参照してください。

2020 年 7 月 1 日

高度なクエリリー
ジョンのサポート

このリリースでは、高度なクエリがアジ
アパシフィック (香港) および中東 (バー
レーン) のリージョンでサポートされる
ようになりました。詳細については、
「AWS リソースの現在の設定状態のク
エリ (p. 266)」を参照してください。

2020 年 7 月 1 日

ドキュメントの更
新

以下のルールのドキュメントが更新され
ました。

• ec2-managedinstance-association-
compliance-status-check (p. 381)

• iam-policy-no-statements-with-admin-
access (p. 424)

• required-tags (p. 462)
• restricted-common-ports (p. 464)
• rds-snapshots-public-

prohibited (p. 454)
• s3-bucket-policy-grantee-

check (p. 470)

2020 年 6 月 30 日

ドキュメントの更
新

ドキュメントが AWS Config のセ
キュリティに関する情報で更新され
ました。[AWS Config でのセキュリ
ティ (p. 8080)] を参照してください。

2020 年 6 月 24 日

ドキュメントの更
新

AWS Control Tower Detective 
Guardrails Conformance Pack テンプ
レートが更新されました。詳細につい
ては、「AWS Control Tower Detective 
ガードレールコンフォーマンスパッ
ク (p. 727)」を参照してください。

2020 年 6 月 4 日

AWS Config で新
しいコンフォー
マンスパックをサ
ポート

このリリースの AWS Config で
は、NIST CSF コンフォーマンスパッ
クの運用上のベストプラクティスをサ
ポートしています。詳細については、
「NIST の「CSF」に関する運用上のベ
ストプラクティス  (p. 7234)」を参照し
てください。

2020 年 5 月 29 日
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変更 説明 リリース日

AWS Config でマ
ネージドルールを
更新

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールを AWS Config でサポートし
ています。

• dynamodb-pitr-enabled (p. 370)
• dynamodb-table-encrypted-

kms (p. 371)
• ec2-ebs-encryption-by-default (p. 375)
• rds-snapshot-encrypted (p. 455)
• redshift-require-tls-ssl (p. 461)
• s3-bucket-default-lock-

enabled (p. 468)
• s3-default-encryption-kms (p. 475)
• securityhub-enabled (p. 483)
• sns-encrypted-kms (p. 486)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2020 年 5 月 28 日

遅延管理者のサ
ポート

このリリースでは、管理アカウントに加
えて、組織内の委任されたメンバーアカ
ウントから、AWS Config ルールとコン
フォーマンスパックをデプロイできま
す。

API の詳細については、[AWS Config 
API リファレンス] を参照してくださ
い。

• PutOrganizationConfigRule
• PutOrganizationConformancePack
• DescribeOrganizationConfigRules
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
• DeleteOrganizationConfigRule
• DeleteOrganizationConformancePack
• DescribeOrganizationConformancePacks
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus

詳細については、「サービスの制
限 (p. 186)」を参照してください。

2020 年 5 月 27 日
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変更 説明 リリース日

AWS Config ルー
ルのリージョンで
のサポート

このリリースでは、アフリカ (ケープタ
ウン) および 欧州 (ミラノ) のリージョン
でサポートされている AWS Config ルー
ルはわずかしかありません。ルールと
そのサポートされているリージョンの詳
細なリストについては、[AWS Config マ
ネージドルールのリスト (p. 320)] を参
照してください。

2020 年 4 月 28 日

AWS Config 新し
いコンフォーマン
スパックをサポー
ト

このリリースでは、AWS Config は 2 つ
のコンフォーマンスパックをサポートし
ています。

• AWS Control Tower Detective ガード
レールコンフォーマンスパック

• CIS 運用のベストプラクティス

詳細については、「コンフォーマンス
パックテンプレート (p. 724)」を参照し
てください。

2020 年 4 月 22 日

AWS Config で 
AWS Secrets 
Manager をサポー
ト

このリリースでは、AWS Config を使用
して Secrets Manager の設定変更を記
録できます。詳細については、「サポー
トされているリソースタイプ (p. 11)」
を参照してください。

2020 年 4 月 20 日

AWS Config でマ
ネージドルールを
更新

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールを AWS Config でサポートし
ています。

• secretsmanager-rotation-enabled-
check (p. 481)

• secretsmanager-scheduled-rotation-
success-check (p. 481)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2020 年 4 月 16 日

コンフォーマンス
パックリージョン
のサポート

このリリースでは、コンフォーマンス
パックが、アジアパシフィック (香港) 
および中東 (バーレーン) でサポートさ
れるようになりました。詳細について
は、「Conformance Packs (p. 715)」を
参照してください。

2020 年 4 月 8 日

ドキュメントの更
新

AWS Config の制限については、こ
の [開発者ガイド] を参照してくださ
い。詳細については、「サービスの制
限 (p. 186)」を参照してください。

2020 年 4 月 8 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

ドキュメントの更
新

AWS CloudFormation レジストリを介し
て管理されている (つまり、作成/更新/
削除される) サードパーティーのリソー
スは、構成項目として AWS Config に
よって自動的に追跡されます。詳細につ
いては、「サードパーティーのリソース
の記録設定 (p. 259)」を参照してくださ
い。

2020 年 3 月 30 日

ドキュメントの更
新

AWS Config マネージドルールが更新さ
れ、AWS リージョン 情報が含まれまし
た。詳細については、「AWS Config マ
ネージドルールのリスト (p. 320)」を参
照してください。

2020 年 3 月 27 日

AWS Config 
Amazon SNS リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使
用して Amazon SNS トピックの設定変
更を記録できます。詳細については、
「サポートされているリソースタイ
プ (p. 11)」を参照してください。

2020 年 3 月 6 日

マルチアカウント
マルチリージョ
ンのデータ集約の
リージョンをサ
ポート

このリリースでは、マルチアカウントマ
ルチリージョンのデータ集約が、新しく
欧州 (ストックホルム) リージョンでサ
ポートされるようになりました。詳細に
ついては、「Multi-Account Multi-Region 
Data Aggregation (p. 8062)」を参照して
ください。

2020 年 3 月 5 日

高度なクエリリー
ジョンのサポート

このリリースでは、欧州 (ストックホル
ム) リージョンで高度なクエリがサポー
トされるようになりました。詳細につい
ては、「AWS リソースの現在の設定状
態のクエリ (p. 266)」を参照してくださ
い。

2020 年 3 月 5 日

AWS Config で
は、設定アグリ
ゲータを使用して
高度なクエリを実
行できます。

このリリースでは、AWS Config による
設定アグリゲーターを使用したリソース
設定プロパティに基づく高度なクエリ実
行のサポートが追加され、複数のアカウ
ントおよびリージョン間で同じクエリを
実行できるようになりました。詳細につ
いては、「AWS リソースの現在の設定
状態のクエリ (p. 266)」を参照してくだ
さい。

このリリースで
は、SelectAggregateResourceConfig
API が AWS Config に追加され
ます。詳細については、AWS 
Config API リファレンスの 
[SelectAggregateResourceConfig] を参
照してください。

2020 年 2 月 28 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_SelectAggregateResourceConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_SelectAggregateResourceConfig.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で 
Amazon SQS リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して Amazon SQS キューの設定変更を
記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2020 年 2 月 13 日

AWS 
CloudFormation で
コンフォーマンス
パックをサポート

このリリースでは、AWS 
CloudFormation で リソース
AWS::Config::ConformancePack
および
OrganizationConformancePack の
サポートが追加されました。

• AWS::Config::ConformancePack

AWS::Config::ConformancePack
リソースを使用して、アカウント、
リージョン、および AWS Config 組
織全体に簡単にデプロイできる AWS 
ルールのコレクションであるコン
フォーマンスパックを作成します

• AWS::Config::OrganizationConformancePack

AWS::Config::OrganizationConformancePack
リソースを使用して、AWS Config が
メンバーアカウントで作成する  
コンフォーマンスパックの情報を含
む組織のコンフォーマンスパックを作
成します。

2020 年 2 月 13 日
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-config-conformancepack.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-config-organizationconformancepack.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config でマ
ネージドルールを
更新

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールを AWS Config でサポートし
ています。

• api-gw-execution-logging-
enabled (p. 334)

• ec2-stopped-instance (p. 386)
• elasticache-redis-cluster-automatic-

backup-check (p. 403)
• emr-master-no-public-ip (p. 414)
• guardduty-non-archived-

findings (p. 420)
• rds-enhanced-monitoring-

enabled (p. 448)
• s3-account-level-public-access-

blocks (p. 465)
• sagemaker-endpoint-configuration-

kms-key-configured (p. 478)
• service-vpc-endpoint-enabled (p. 484)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2019 年 12 月 20 日

カスタムリソース
タイプの設定の記
録

このリリースでは、AWS Config にカ
スタムリソースタイプの設定記録のサ
ポートが導入されました。AWS Config 
コンソールと API を使用して、サード
パーティリソースの設定データを AWS 
Config に公開し、リソースインベン
トリおよび設定履歴を表示およびモニ
タリングできます。詳細については、
「サードパーティーのリソースの記録設
定 (p. 259)」を参照してください。

API の詳細については、[AWS Config 
API リファレンス] を参照してくださ
い。

• DeleteResourceConfig
• PutResourceConfig

2019 年 11 月 20 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteResourceConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutResourceConfig.htm


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

コンフォーマン
ス・パック

このリリースでは、AWS Config にコ
ンフォーマンスパックが導入されまし
た。コンフォーマンスパックを使用す
ると、AWS Config ルールと修復アク
ションのコレクションをパッケージ化
して、AWS 組織全体で 1 つのエンティ
ティとしてまとめてデプロイできま
す。詳細については、「Conformance 
Packs (p. 715)」を参照してください。

API の詳細については、[AWS Config 
API リファレンス] を参照してくださ
い。

• DeleteOrganizationConformancePack
• DeleteOrganizationConformancePack
• DescribeConformancePacks
• DescribeConformancePacks
• DescribeConformancePackStatus
• DescribeOrganizationConformancePacks
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses
• GetConformancePackComplianceDetails
• GetConformancePackComplianceSummary
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus
• PutConformancePack
• PutOrganizationConformancePack

2019 年 11 月 19 日

AWS Config 
で Amazon 
OpenSearch 
Service およ
び AWS Key 
Management 
Service リソース
タイプをサポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して Amazon OpenSearch Service ド
メインおよび AWS Key Management 
Service キーの設定変更を記録できま
す。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2019 年 11 月 11 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteConformancePack.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteOrganizationConformancePack.htm
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConformancePackCompliance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConformancePacks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConformancePackStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConformancePacks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConformancePackStatuses.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetConformancePackComplianceDetails.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetConformancePackComplianceSummary.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetOrganizationConformancePackDetailedStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutConformancePack.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutOrganizationConformancePack.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config でマ
ネージドルールを
更新

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールを AWS Config でサポートし
ています。

• dms-replication-not-public (p. 368)
• emr-kerberos-enabled (p. 414)
• internet-gateway-authorized-vpc-

only (p. 430)
• kms-cmk-not-scheduled-for-

deletion (p. 431)
• sagemaker-notebook-no-direct-

internet-access (p. 480)
• sagemaker-notebook-instance-kms-

key-configured (p. 479)
• shield-drt-access (p. 485)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2019 年 10 月 10 日

AWS Config で 
Amazon RDS リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使
用して、Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) DBCluster およ
び DBClusterSnapshot の設定変更を記
録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2019 年 9 月 17 日

AWS Config で 
Amazon QLDB リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を
使用して、Amazon Quantum Ledger 
Database (QLDB) 台帳リソースタイプ
の設定の変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2019 年 9 月 10 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で
は、AWS Config 
Rules で評価され
たとおりに、非準
拠のリソースに自
動修復を適用でき
ます。

このリリースでは、AWS Systems 
Manager Automation ドキュメントを使
用して、AWS Config ルールの評価に基
づく自動修復を非準拠のリソースに適
用するサポートが AWS Config に 導入
されました。詳細については、「AWS 
Config ルールによる非準拠リソースの
修復 (p. 710)」を参照してください。

このリリースでは、AWS Config に次の
新しい API が追加されています。詳細
については、[AWS Config API リファレ
ンス] を参照してください。

• PutRemediationExceptions
• DescribeRemediationExceptions
• DeleteRemediationExceptions

2019年9月5日

AWS Config でマ
ネージドルールを
更新

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールを AWS Config でサポートし
ています。

• alb-http-to-https-redirection-
check (p. 330)

• api-gw-cache-enabled-and-
encrypted (p. 333)

• api-gw-endpoint-type-check (p. 333)
• cloudtrail-s3-dataevents-

enabled (p. 353)
• cloudwatch-log-group-

encrypted (p. 357)
• ebs-snapshot-public-restorable-

check (p. 375)
• elb-deletion-protection-

enabled (p. 412)
• lambda-concurrency-check (p. 431)
• lambda-dlq-check (p. 432)
• lambda-inside-vpc (p. 434)
• shield-advanced-enabled-

autorenew (p. 485)
• vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 493)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2019年8月22日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutRemediationExceptions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeRemediationExceptions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteRemediationExceptions.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config でマ
ネージドルールを
更新

このリリースでは、AWS Config で次の
マネージドルールが更新されます。

• cloudfront-viewer-policy-https (p. 353)
• ec2-instance-no-public-ip (p. 378)
• ec2-security-group-attached-to-

eni (p. 385)
• efs-encrypted-check (p. 396)
• elasticsearch-encrypted-at-

rest (p. 406)
• elasticsearch-in-vpc-only (p. 406)
• redshift-cluster-public-access-

check (p. 459)
• vpc-sg-open-only-to-authorized-

ports (p. 493)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2019 年 7 月 31 日

AWS Config で 
Amazon EC2 リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を
使用して、Amazon EC2 リソース 
(VPCEndpoint、VPCEndpointService、
および VPCPeeringConnection) への設
定変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2019 年 7 月 12 日

AWS Config によ
り、組織内のすべ
ての AWS Config 
アカウント全体で 
AWS ルールが管理
可能に

このリリースでは、組織内のすべての 
AWS アカウント全体で AWS Config 
ルールを管理するためのサポートが 
AWS Config で導入されました。組織
内のすべてのアカウント全体で、AWS 
Config ルールを一元的に作成、更新、
削除できます。詳細については、「組
織のすべてのアカウント全体で AWS 
Config ルールを管理する (p. 708)」を参
照してください。

API の詳細については、[AWS Config 
API リファレンス] を参照してくださ
い。

• PutOrganizationConfigRule
• DescribeOrganizationConfigRules
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
• DeleteOrganizationConfigRule

2019 年 7 月 9 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutOrganizationConfigRule.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConfigRules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConfigRuleStatuses.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteOrganizationConfigRule.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で 
Amazon S3 およ
び Amazon EC2 リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS 
Config を使用して Amazon S3 
AccountPublicAccessBlock リソー
スおよび Amazon EC2 リソース 
(NatGateway、EgressOnlyInternetGateway、FlowLog) 
への設定変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2019 年 5 月 17 日

AWS Config でマ
ネージドルールを
更新

このリリースでは、AWS Config で次の
マネージドルールが更新されます。

• s3-bucket-public-read-
prohibited (p. 471)

• s3-bucket-public-write-
prohibited (p. 472)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2019 年 5 月 7 日

AWS Config 
では、AWS 
Management 
Console を使用し
て修復アクション
を削除することが
できます。

このリリースでは、AWS Config に 
AWS Management Console を使用して
修正アクションを削除するサポートが導
入されます。詳細については、「AWS 
Config ルールによる非準拠リソースの
修復 (p. 710)」を参照してください。

2019 年 4 月 24 日

AWS Config で新
しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは新しいマネージド
ルール fms-shield-resource-policy-
check (p. 415) をサポートしています。

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2019 年 4 月 7 日

AWS Config で 
Amazon API 
Gateway リソース
タイプをサポート

このリリースでは、AWS Config を
使用して次の Amazon API Gateway 
リソースの設定変更を記録できます: 
Api (WebSocket API)、RestApi (REST 
API)、ステージ (WebSocket API ステー
ジ)、ステージ (REST API ステージ)。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2019 年 3 月 20 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で高
度なクエリの実行
が可能に

このリリースでは、リソースの設定プロ
パティに基づき、高度なクエリを実行す
るサポートが AWS Config に追加されま
した。詳しくは、[AWS リソースの現在
の設定状態のクエリ (p. 266)] を参照し
てください。

このリリースで
は、SelectResourceConfig API が 
AWS Config に追加されます。詳細に
ついては、AWS Config API リファレン
スの [SelectResourceConfig] を参照して
ください。

2019 年 3 月 19 日

AWS Config で 
AWS Config リ
ソースへのタグ付
けを割り当て可能
に

このリリースでは、3 つの 
AWS Config リソースAWS 
Config および ConfigRule, 
ConfigurationAggregator, のタグ
ベースのアクセスコントロールのサポー
トが AggregationAuthorization
に導入されます。詳細については、
「AWS Config リソースのタグ付
け (p. 281)」を参照してください。

このリリースでは、次の API を使用し
て、AWS Config リソースのタグの追
加、削除、一覧表示を行うことができ
ます。詳細については、[AWS Config 
の API リファレンス] を参照してくださ
い。

• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource

2019年3月14日

AWS Config で
は、AWS Config 
ルールの評価に基
づく修復を非準拠
のリソースに適用
できます。

このリリースでは、AWS Systems 
Manager オートメーションドキュメン
トを使用して、AWS Config ルールの評
価に基づく修復を非準拠のリソースに
適用するサポートが AWS Config に導
入されます。詳細については、「AWS 
Config ルールによる非準拠リソースの
修復 (p. 710)」を参照してください。

このリリースでは、AWS Config に次の
新しい API が追加されています。詳細
については、[AWS Config API リファレ
ンス] を参照してください。

• DeleteRemediationConfiguration
• DescribeRemediationConfigurations
• DescribeRemediationExecutionStatus
• PutRemediationConfigurations
• StartRemediationExecution

2019 年 3 月 12 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_SelectResourceConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_SelectResourceConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_ListTagsForResource.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_TagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_UntagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteRemediationConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeRemediationConfigurations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeRemediationExecutionStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutRemediationConfigurations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_StartRemediationExecution.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config が中
国 (寧夏) リージョ
ンで AWS Config 
ルールをサポート

このリリースでは、54 の AWS Config 
ルールのみ中国 (寧夏) リージョンでサ
ポートされています。詳細については、
「AWS Config マネージドルールのリス
ト (p. 320)」を参照してください。

ただし、現在 AWS Config では、中国 
(寧夏) リージョンで次のルールはサポー
トされていません。

• acm-certificate-expiration-check
• cmk-backing-key-rotation-enabled
• cloudformation-stack-drift-detection-

check
• cloudformation-stack-notification-

check
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation-enabled
• codebuild-project-envvar-awscred-

check
• codebuild-project-source-repo-url-

check
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• dynamodb-table-encryption-enabled
• elb-acm-certificate-required
• encrypted-volumes
• fms-webacl-resource-policy-check
• fms-webacl-rulegroup-association-

check
• guardduty-enabled-centralized
• lambda-function-public-access-

prohibited
• lambda-function-settings-check
• rds-storage-encrypted
• root-account-mfa-hardware-mfa-

enabled
• root-account-mfa-enabled
• s3-bucket-blacklisted-actions-

prohibited
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more-permissive
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-server-side-encryption-

enabled
• s3-bucket-ssl-requests-only

2019 年 3 月 12 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で新
しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールをサポートしています。

• iam-user-mfa-enabled (p. 427)
• s3-bucket-policy-grantee-

check (p. 470)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2019 年 1 月 21 日

AWS Config が 
Service Catalog リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して、設定の変更を Service Catalog リ
ソース (CloudFromation 製品、プロビ
ジョニングされた製品、およびポート
フォリオ) に記録できます。詳細につい
ては、「サポートされているリソースタ
イプ (p. 11)」を参照してください。

2019 年 1 月 11 日

サービスにリン
クされた AWS 
Config ルールをサ
ポート

このリリースでは、アカウント内で 
AWS Config ルールを作成するために、
他の AWS のサービスをサポートする新
しいマネージド Config ルールが AWS 
Config に追加されます。詳細について
は、「サービスにリンクされた AWS 
Config ルール (p. 668)」を参照してくだ
さい。

2018 年 11 月 20 日

AWS Config で 
AWS リソースの設
定データを集約可
能に

このリリースでは、AWS リソースの設
定データ集約のサポートが AWS Config 
に導入されました。詳細については、
「アグリゲータダッシュボードでのコン
プライアンスデータの表示 (p. 8065)」
を参照してください。

このリリースでは、AWS Config に次の
新しい API が追加されています。詳細
については、[AWS Config API リファレ
ンス] を参照してください。

• BatchGetAggregateResourceConfig
• GetAggregateDiscoveredResourceCounts
• GetAggregateResourceConfig
• ListAggregateDiscoveredResources

2018 年 11 月 19 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_BatchGetAggregateResourceConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetAggregateDiscoveredResourceCounts.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetAggregateResourceConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_ListAggregateDiscoveredResources.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で新
しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールをサポートしています。

• cloudformation-stack-drift-detection-
check (p. 347)

• codepipeline-deployment-count-
check (p. 364)

• codepipeline-region-fanout-
check (p. 364)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2018 年 11 月 19 日

AWS Config で新
しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールをサポートしています。

• access-keys-rotated (p. 327)
• cloud-trail-cloud-watch-logs-

enabled (p. 357)
• cloud-trail-encryption-enabled (p. 358)
• cloud-trail-log-file-validation-

enabled (p. 359)
• cmk-backing-key-rotation-

enabled (p. 359)
• iam-policy-no-statements-with-admin-

access (p. 424)
• iam-role-managed-policy-

check (p. 426)
• iam-root-access-key-check (p. 427)
• iam-user-unused-credentials-

check (p. 428)
• mfa-enabled-for-iam-console-

access (p. 435)
• multi-region-cloudtrail-

enabled (p. 436)
• root-account-hardware-mfa-

enabled (p. 464)
• vpc-flow-logs-enabled (p. 491)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2018 年 11 月 12 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で新
しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールをサポートしています。

• dynamodb-table-encryption-
enabled (p. 372)

• elb-logging-enabled (p. 412)
• rds-instance-public-access-

check (p. 450)
• vpc-default-security-group-

closed (p. 491)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2018 年 10 月 24 日

コンプライアンス
履歴をサポート

このリリースでは、AWS Config ルール
によって AWS Config で評価されたリ
ソースのコンプライアンス履歴の保存が
サポートされるようになりました。詳細
については、「リソースのコンプライア
ンス履歴タイムラインの表示 (p. 235)」
を参照してください。

2018 年 10 月 18 日

マルチアカウント
マルチリージョ
ンのデータ集約の
リージョンをサ
ポート

このリリースでは、マルチアカウント
マルチリージョンのデータ集約が、新
しく 6 つのリージョンでサポートさ
れるようになりました。詳細について
は、「Multi-Account Multi-Region Data 
Aggregation (p. 8062)」を参照してくだ
さい。

2018 年 10 月 4 日

AWS Config で 
AWS Config ルー
ル API アクション
のリソースレベル
のアクセス許可を
サポート

このリリースでは、AWS Config によっ
て特定の AWS Config ルール API アク
ションのリソースレベルのアクセス許
可がサポートされています。サポートさ
れている API の詳細については、[AWS 
Config ルール API アクションでサポー
トされるリソースレベルのアクセス許
可 (p. 8096)] を参照してください。

2018 年 10 月 1 日

AWS Config で 
CodePipeline リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して AWS CodePipeline リソースタイプ
の設定変更を記録できます。詳細につい
ては、「サポートされているリソースタ
イプ (p. 11)」を参照してください。

2018 年 9 月 12 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で新
しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールをサポートしています。

• ec2-instance-managed-by-systems-
manager (p. 377)

• ec2-managedinstance-association-
compliance-status-check (p. 381)

• ec2-managedinstance-patch-
compliance-status-check (p. 382)

• guardduty-enabled-
centralized (p. 419)

• rds-snapshots-public-
prohibited (p. 454)

• s3-bucket-blacklisted-actions-
prohibited (p. 467)

• s3-bucket-policy-not-more-
permissive (p. 471)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2018 年 9 月 5 日

AWS Config で 
AWS Systems 
Manager のリソー
スタイプをサポー
ト

このリリースでは、AWS Config を使
用して AWS Systems Manager パッ
チコンプライアンスと関連付けのコン
プライアンスのリソースタイプへの設
定変更を記録できます。詳細について
は、「サポートされているリソースタイ
プ (p. 11)」を参照してください。

2018 年 8 月 9 日

AWS Config で 
AWS Management 
Console を使用
して AWS Config 
データを削除可能
に

このリリースでは、AWS Config で 
AWS Management Console を使用
した保持期間のサポートが導入され
ました。AWS Management Console 
で、ConfigurationItems に対するカ
スタムのデータ保持期間を選択すること
ができます。詳細については、「AWS 
Config データの削除 (p. 256)」を参照し
てください。

2018 年 8 月 7 日

AWS Config で 
AWS Shield リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して AWS Shield 保護リソースタイプの
設定変更を記録できます。詳細について
は、「サポートされているリソースタイ
プ (p. 11)」を参照してください。

2018 年 8 月 7 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で 
AWS PrivateLink 
をサポート

このリリースでは、AWS Config 
で AWS PrivateLink がサポートさ
れ、Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) および AWS Config 間の
データを AWS ネットワーク内で完全に
ルーティングできるようになりました。
詳細については、「AWS Config とイン
ターフェイス Amazon VPC エンドポイ
ントの使用 (p. 8202)」を参照してくだ
さい。

2018 年 7 月 31 日

AWS Config で 
AWS Config デー
タを削除可能に

このリリースでは、AWS Config 
に保持期間のサポートが導入
されました。AWS Config で
は、ConfigurationItems の保持期
間を指定して、データを削除すること
ができます。詳細については、「AWS 
Config データの削除 (p. 256)」を参照し
てください。

このリリースでは、AWS Config に次の
新しい API が追加されています。詳細
については、[AWS Config API リファレ
ンス] を参照してください。

• PutRetentionConfiguration
• DescribeRetentionConfigurations
• DeleteRetentionConfiguration

2018 年 5 月 25 日

AWS Config で新
しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、以下の 2 つの新し
いマネージドルールをサポートしていま
す。

• lambda-function-settings-
check (p. 433)

• s3-bucket-replication-enabled (p. 473)
• iam-policy-blacklisted-check (p. 423)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2018 年 5 月 10 日

AWS Config で 
AWS X-Ray リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して AWS X-Ray EncryptionConfig リ
ソースタイプの設定変更を記録できま
す。詳細については、「サポートされて
いるリソースタイプ (p. 11)」を参照し
てください。

2018 年 5 月 1 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutRetentionConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeRetentionConfigurations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteRetentionConfiguration.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で 
AWS Lambda リ
ソースタイプと 1 
つの新しいマネー
ジドルールをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して AWS Lambda 関数リソースタイプ
の設定変更を記録できます。詳細につい
ては、「サポートされているリソースタ
イプ (p. 11)」を参照してください。

また、このリリースでは、lambda-
function-public-access-
prohibited (p. 432) マネージドルール
をサポートしています。詳細につい
ては、「AWS Config マネージドルー
ル (p. 319)」を参照してください。

2018 年 4 月 25 日

AWS Config で 
AWS Elastic 
Beanstalk リソー
スタイプをサポー
ト

このリリースでは、AWS Config を使
用して、AWS Elastic Beanstalk アプリ
ケーション、アプリケーションバージョ
ン、環境リソースの設定変更を記録でき
ます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2018 年 24 月 4 日

AWS Config で新
しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、以下の 2 つの新し
いマネージドルールをサポートしていま
す。

• fms-webacl-resource-policy-
check (p. 416)

• fms-webacl-rulegroup-association-
check (p. 417)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2018 年 4 月 4 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

マルチ・アカウン
ト、マルチ・リー
ジョンのデータ集
計

このリリースで、AWS Config にマルチ
アカウントマルチリージョンのデータ集
約が導入されました。この機能により、
複数のアカウント、組織、リージョン
から、アグリゲータアカウントに AWS 
Config データを集約できます。詳細に
ついては、「Multi-Account Multi-Region 
Data Aggregation (p. 8062)」を参照して
ください。

このリリースでは、AWS Config に次の
新しい API が追加されています。詳細
については、[AWS Config API リファレ
ンス] を参照してください。

• PutConfigurationAggregator
• DescribePendingAggregationRequests
• DeletePendingAggregationRequest
• PutAggregationAuthorization
• DescribeAggregationAuthorizations
• GetAggregateConfigRuleComplianceSummary
• DescribeAggregateComplianceByConfigRules
• GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule
• DescribeConfigurationAggregators
• DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus
• DeleteAggregationAuthorization
• DeleteConfigurationAggregator

2018 年 4 月 4 日

Amazon 
CloudWatch 
Events で AWS 
Config をモニタリ
ングする

このリリースでは、Amazon 
CloudWatch Events を使用して、AWS 
Config イベントのステータスの変化を
検出し、対応します。

詳細については、「Amazon 
EventBridge を使用した AWS Config の
モニタリング (p. 8199)」を参照してく
ださい。

2018 年 3 月 29 日

新しい API オペ
レーション

このリリースでは、AWS Config で
BatchGetResourceConfig API のサポー
トが追加され、1 つまたは複数のリソー
スの現在の状態のバッチ取得が可能にな
りました。

2018 年 3 月 20 日

AWS Config 
で AWS WAF 
RuleGroup リソー
スタイプをサポー
ト

このリリースでは、AWS Config を使
用して、AWS WAF RuleGroup および 
AWS WAF RuleGroup リージョナルリ
ソースへの設定変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2018 年 2 月 15 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutConfigurationAggregator.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribePendingAggregationRequests.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeletePendingAggregationRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutAggregationAuthorization.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeAggregationAuthorizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetAggregateConfigRuleComplianceSummary.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeAggregateComplianceByConfigRules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConfigurationAggregators.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteAggregationAuthorization.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteConfigurationAggregator.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_BatchGetResourceConfig.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で新
しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールをサポートしています。

• elb-acm-certificate-required (p. 410)
• elb-custom-security-policy-ssl-

check (p. 411)
• elb-predefined-security-policy-ssl-

check (p. 413)
• codebuild-project-envvar-awscred-

check (p. 360)
• codebuild-project-source-repo-url-

check (p. 362)
• iam-group-has-users-check (p. 421)
• s3-bucket-server-side-encryption-

enabled (p. 473)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2018 年 1 月 25 日

AWS Config で 
Elastic Load 
Balancing リソー
スタイプをサポー
ト

このリリースでは、AWS Config を使
用して Elastic Load Balancing Classic 
Load Balancer の設定変更を記録できま
す。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2017 年 11 月 17 日

AWS Config 
で Amazon 
CloudFront および 
AWS WAF リソー
スタイプをサポー
ト

このリリースでは、AWS Config を使
用して CloudFront ディストリビュー
ションおよびストリーミングディスト
リビューションの設定変更を記録できま
す。

このリリースでは、AWS Config を使
用して、AWS WAF と AWS WAF リー
ジョナルリソース (レートベースのルー
ル、ルール、ウェブ ACL) への設定変更
を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2017 年 11 月 15 日

AWS Config で 
AWS CodeBuild リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して AWS CodeBuild プロジェクトの設
定変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2017 年 10 月 20 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で 
Auto Scaling リ
ソースと 1 つの
新しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、AWS Config を使
用して、Auto Scaling リソース (グルー
プ、起動設定、スケジュールされたアク
ション、スケーリングポリシー) への設
定変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

このリリースでは、以下のマネージド
ルールもサポートしています。

• autoscaling-group-elb-healthcheck-
required (p. 340)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルール (p. 319)」を参照してくださ
い。

2017 年 9 月 18 日

AWS Config で 
AWS CodeBuild リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して AWS CodeBuild プロジェクトの設
定変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2017 年 10 月 20 日

AWS Config で 
Auto Scaling リ
ソースと 1 つの
新しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、AWS Config を使
用して、Auto Scaling リソース (グルー
プ、起動設定、スケジュールされたアク
ション、スケーリングポリシー) への設
定変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

このリリースでは、以下のマネージド
ルールもサポートしています。

• autoscaling-group-elb-healthcheck-
required (p. 340)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルール (p. 319)」を参照してくださ
い。

2017 年 9 月 18 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で 
DynamoDB テーブ
ルリソースタイプ
と 1 つの新しいマ
ネージドルールを
サポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して DynamoDB テーブルの設定変更を
記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

このリリースでは、以下のマネージド
ルールをサポートしています。

• dynamodb-autoscaling-
enabled (p. 368)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルール (p. 319)」を参照してくださ
い。

2017 年 9 月 8 日

AWS Config で 
Amazon S3 の 2 つ
の新しいマネージ
ドルールをサポー
ト

このリリースでは 2 つの新しいマネージ
ドルールをサポートしています。

• s3-bucket-public-read-
prohibited (p. 471)

• s3-bucket-public-write-
prohibited (p. 472)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルール (p. 319)」を参照してくださ
い。

2017 年 8 月 14 日

AWS Config コン
ソールの新しい
ページ

AWS Config コンソールの Dashboard
を使用して、以下を表示できます。

• リソースの総数
• ルールの総数
• 非準拠リソースの数
• 非準拠ルールの数

詳細については、「AWS Config ダッ
シュボードの表示 (p. 223)」を参照して
ください。

2017 年 7 月 17 日

新しい API オペ
レーション

GetDiscoveredResourceCounts オペ
レーションを使用すると、AWS アカウ
ントのリージョンで AWS Config が記録
するリソースタイプの数、各リソースタ
イプの数、およびリソースの総数が返さ
れます。

2017 年 7 月 17 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetDiscoveredResourceCounts.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config 
で AWS 
CloudFormation ス
タックリソースタ
イプと 1 つの新し
いマネージドルー
ルをサポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して AWS CloudFormation スタックの
設定変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

このリリースでは、以下のマネージド
ルールをサポートしています。

• cloudformation-stack-notification-
check (p. 347)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルール (p. 319)」を参照してくださ
い。

2017 年 7 月 6 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、カナダ (中部) リー
ジョンおよび南米 (サンパウロ) のリー
ジョンでの AWS Config ルールのサポー
トが追加されるようになりました。

AWS Config と Config ルールをサポー
トするすべてのリージョンについて
は、AWS リージョンの「AWS 全般のリ
ファレンス のリージョンとエンドポイ
ント」を参照してください。

2017 年 7 月 5 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

AWS Config Rules が AWS GovCloud 
(US) リージョンで使用可能になりまし
た。詳細については、[AWS GovCloud 
(US) ユーザーガイド] を参照してくださ
い。

AWS Config をサポートするリージョン
については、AWS リージョン の「AWS 
全般のリファレンス のリージョンとエ
ンドポイント」を参照してください。

2017 年 6 月 8 日
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https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#awsconfig_region
https://docs.aws.amazon.com/govcloud-us/latest/UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/govcloud-us/latest/UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#awsconfig_rules_region


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config 
で Amazon 
CloudWatch ア
ラームリソースタ
イプと 3 つの新し
いマネージドルー
ルをサポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して Amazon CloudWatch アラームの設
定変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

このリリースでは 3 つの新しいマネージ
ドルールをサポートしています。

• cloudwatch-alarm-action-
check (p. 354)

• cloudwatch-alarm-resource-
check (p. 356)

• cloudwatch-alarm-settings-
check (p. 356)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルール (p. 319)」を参照してくださ
い。

2017 年 6 月 1 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、以下のマネージド
ルールで、アプリケーションバージョン
番号の指定をサポートしています。

• ec2-managedinstance-applications-
blacklisted (p. 380)

• ec2-managedinstance-applications-
required (p. 381)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルール (p. 319)」を参照してくださ
い。

2017 年 6 月 1 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースによって、アジアパシ
フィック (ムンバイ) リージョンの AWS 
Config ルールのサポートが追加されて
います。詳細については、 の「」、
「」、および「VPC エンドポイント」
を参照してください。

2017 年 4 月 27 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、アカウントに AWS 
Config マネージドルールを初めて追加
するためのコンソール操作が更新されて
います。

AWS Config Rules を初めて設定する
場合や新しいリージョンで設定する
場合、AWS マネージドルールを名
前、説明、またはラベルで検索できま
す。[Select all] (すべて選択) ですべての
ルールを選択し、[Clear all] (すべてク
リア) ですべてのルールをクリアできま
す。

詳細については、「ルールの追加、表
示、更新、削除 (コンソール)」を参照し
てください。

2017 年 4 月 5 日

AWS Config で新
しいマネージド
ルールをサポート

このリリースでは、以下の新しいマネー
ジドルールをサポートしています。

• acm-certificate-expiration-
check (p. 328)

• ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled (p. 376)

• ec2-managedinstance-inventory-
blacklisted (p. 382)

• ec2-volume-inuse-check (p. 388)
• iam-user-group-membership-

check (p. 427)
• iam-user-no-policies-check (p. 428)
• s3-bucket-ssl-requests-only (p. 474)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2017 年 2 月 21 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、欧州 (ロンドン) 
リージョンで AWS Config ルールのサ
ポートが追加されています。詳細につい
ては、 の「」、「」、および「VPC エ
ンドポイント」を参照してください。

2017 年 2 月 21 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、AWS Config マネー
ジドルールの AWS CloudFormation テ
ンプレートを追加しています。このテン
プレートを使用してアカウントのマネー
ジドルールを作成できます。詳細につ
いては、「AWS CloudFormation テンプ
レートを使用した AWS Config マネージ
ドルールの作成 (p. 669)」を参照してく
ださい。

2017 年 2 月 16 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_manage-rules.html#managing-aws-config-rules-with-the-console
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_manage-rules.html#managing-aws-config-rules-with-the-console


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、PutEvaluations
API の新しいテストモードのサポートを
追加しています。AWS Lambda 関数か
ら AWS Config に評価結果が配信される
ことを確認するには、カスタムルールで
TestMode パラメータを true に設定し
ます。既存の評価は更新されません。ま
た、AWS Config には評価結果が送信さ
れません。

詳細については、AWS Config API リ
ファレンスの [PutEvaluations] を参照し
てください。

2017 年 2 月 16 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、AWS Config アジ
アパシフィック (ソウル) リージョンお
よび米国西部 (北カリフォルニア) リー
ジョンでのルールのサポートが追加さ
れました。詳細については、 の「」、
「」、および「VPC エンドポイント」
を参照してください。

2016 年 12 月 21 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、欧州 (ロンドン) 
リージョンでの AWS Config のサポート
が追加されています。詳細については、 
の「」、「」、および「VPC エンドポ
イント」を参照してください。

2016 年 12 月 13 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、カナダ (中部) リー
ジョンでの AWS Config のサポートが追
加されています。詳細については、 の
「」、「」、および「VPC エンドポイ
ント」を参照してください。

2016 年 12 月 8 日
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutEvaluations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutEvaluations.html


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で 
Amazon Redshift 
リソースタイプ
と 2 つの新しいマ
ネージドルールを
サポート

このリリースでは、AWS Config を使用
して Amazon Redshift クラスター、ク
ラスターパラメータグループ、クラス
ターセキュリティグループ、クラスター
スナップショット、クラスターサブネッ
トグループ、およびイベントサブスクリ
プションの設定変更を記録できます。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

このリリースでは 2 つの新しいマネージ
ドルールをサポートしています。

• redshift-cluster-configuration-
check (p. 457)

• redshift-cluster-maintenancesettings-
check (p. 458)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2016 年 7 月 12 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、新しいマネージド
ルールのサポートを追加しています。

• dynamodb-throughput-limit-
check (p. 372)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2016 年 7 月 12 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、アカウントのリー
ジョンごとに最大 50 ルールの作成のサ
ポートを追加しています。詳細について
は、AWS の「AWS 全般のリファレンス 
Config の制限」を参照してください。

2016 年 7 月 12 日
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https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html#limits_config


AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config で 
Amazon EC2 
Systems Manager 
のマネージドイン
スタンスインベン
トリのリソースタ
イプと 3 つの新し
いマネージドルー
ルをサポート

このリリースでは、AWS Config を使用
してマネージドインスタンスのソフト
ウェアの設定変更を記録できます。マ
ネージドインスタンスのインベントリも
サポートしています。

詳細については、「Recording 
Software Configuration for Managed 
Instances (p. 254)」を参照してくださ
い。

このリリースでは 3 つの新しいマネージ
ドルールをサポートしています。

• ec2-managedinstance-inventory-
blacklisted (p. 382)

• ec2-managedinstance-applications-
required (p. 381)

• ec2-managedinstance-platform-
check (p. 383)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2016 年 12 月 1 日

AWS Config で 
Amazon S3 バケッ
トリソースと 2 つ
の新しいマネージ
ドルールをサポー
ト

このリリースでは、AWS Config を使
用して Amazon S3 バケットの設定変
更を記録できます。詳細については、
「サポートされているリソースタイ
プ (p. 11)」を参照してください。

このリリースでは 2 つの新しいマネージ
ドルールをサポートしています。

• s3-bucket-logging-enabled (p. 469)
• s3-bucket-versioning-enabled (p. 474)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルール (p. 319)」を参照してくださ
い。

2016 年 10 月 18 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、米国東部 (オハイ
オ) リージョンでの AWS Config ルール
と AWS Config ルールのサポートが追
加されています。詳細については、 の
「」、「」、および「VPC エンドポイ
ント」を参照してください。

2016 年 10 月 17 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

マネージドルール
の新規追加および
更新

この更新では、8 つの新しいマネージド
ルールのサポートを追加しています。

• approved-amis-by-id (p. 335)
• approved-amis-by-tag (p. 336)
• db-instance-backup-enabled (p. 366)
• desired-instance-type (p. 367)
• ebs-optimized-instance (p. 374)
• iam-password-policy (p. 422)
• rds-multi-az-support (p. 453)
• rds-storage-encrypted (p. 455)

以下のルールには複数のパラメータ値を
指定できます。

• desired-instance-tenancy (p. 367)
• required-tags (p. 462)

詳細については、「AWS Config マネー
ジドルールのリスト (p. 320)」を参照し
てください。

2016 年 10 月 4 日

AWS Config コン
ソールのコンテン
ツの新規追加およ
び更新

この更新では、AWS CloudTrail API ア
クティビティを AWS Config タイムライ
ンで表示するためのサポートを追加して
います。CloudTrail でアカウントのログ
を記録している場合、リソースの設定変
更の作成、更新、および削除の API イ
ベントを表示できます。詳細について
は、「設定詳細の表示 (p. 227)」を参照
してください。

2016 年 ９ 月 06 日

AWS Config で 
Elastic Load 
Balancing リソー
スタイプをサポー
ト

このリリースでは、AWS Config を
使用して Elastic Load Balancing の 
Application Load Balancer の設定変更
を記録できます。詳細については、
「サポートされているリソースタイ
プ (p. 11)」を参照してください。

2016 年 8 月 31 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、アジアパシフィック 
(シンガポール) およびアジアパシフィッ
ク (シドニー) のリージョンでの AWS 
Config ルールのサポートが追加されて
います。詳細については、 の「」、
「」、および「VPC エンドポイント」
を参照してください。

2016 年 8 月 18 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config ルー
ルのコンテンツの
新規追加および更
新

この更新では、設定変更および指定間隔
の両方でトリガーできるルールを作成す
るためのサポートを追加しています。詳
細については、「AWS Config ルールの
評価モードとトリガータイプ (p. 315)」
を参照してください。

この更新では、ルールに対してリソース
を手動で評価したり、評価結果を削除し
たりするためのサポートも追加されてい
ます。詳細については、「AWS Config 
ルールでのリソースの評価 (p. 704)」を
参照してください。

この更新では、カスタムルールを使用し
てその他のリソースタイプを評価するた
めのサポートも追加されています。詳細
については、「その他のリソースタイプ
の評価 (p. 680)」を参照してください。

2016 年 7 月 25 日

AWS Config で 
Amazon RDS と 
AWS Certificate 
Manager (ACM) リ
ソースタイプをサ
ポート

このリリースでは、AWS Config を使
用して Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) DB インスタン
ス、DB セキュリティグループ、DB ス
ナップショット、DB サブネットグルー
プ、およびイベントサブスクリプショ
ンの設定変更を記録できます。AWS 
Config を使用して ACM が提供する証明
書の設定変更を記録することもできま
す。

詳細については、「サポートされている
リソースタイプ (p. 11)」を参照してく
ださい。

2016 年 7 月 21 日

設定レコーダーの
管理情報の更新

この更新では、設定レコーダーの名前
変更および削除のステップを「設定レ
コーダーの管理 (p. 251)」に追加してい
ます。

2016 年 7 月 07 日

ロール作成の簡素
化およびポリシー
の更新

この更新では、AWS Config の IAM ロー
ルの作成が簡素化されています。この機
能強化は Config ルールをサポートする
リージョンで使用できます。この機能強
化をサポートするために、「コンソール
による AWS Config の設定 (p. 190)」の
ステップ、「Amazon S3 バケットのア
クセス許可 (p. 8180)」のポリシー例、
および「AWS Config のアイデンティ
ティベースのポリシーの例 (p. 8091)」
のポリシー例が更新されています。

2016 年 3 月 31 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

Config ルールの関
数例とイベント例

この更新では、「AWS Config 
ルールの AWS Lambda 関数の例 
(Node.js) (p. 681)」の関数例を更新
し、「AWS Config ルールのイベントの
例 (p. 693)」のイベント例を追加してい
ます。

2016 年 3 月 29 日

AWS Config Rules 
GitHub リポジトリ

この更新では、AWS Config Rules 
GitHub リポジトリに関する情報が
AWS Config ルールでのリソースの評
価 (p. 296) に追加されています。このリ
ポジトリには、AWS Config ユーザーが
作成して提供したカスタムルールのサン
プル関数があります。

2016 年 3 月 1 日

AWS Config ルー
ル

このリリースでは AWS ConfigRules 
を導入しています。ルールを使用す
ると、AWS リソースが必要な設定に
なっているかどうかを AWS Config 
で評価できます。詳細については、
「AWS Config ルールでのリソースの評
価 (p. 296)」を参照してください。

2015 年 12 月 18 日

AWS Config で 
IAM リソースタイ
プをサポート

このリリースでは、AWS Config を使
用して IAM ユーザー、グループ、ロー
ル、およびカスタマー管理ポリシーの
設定変更を記録できます。詳細について
は、「サポートされているリソースタイ
プ (p. 11)」を参照してください。

2015 年 12 月 10 日

AWS Config で 
EC2 Dedicated 
Host をサポート

このリリースでは、AWS Config を使
用して EC2 Dedicated Host の設定変
更を記録できます。詳細については、
「サポートされているリソースタイ
プ (p. 11)」を参照してください。

2015 年 23 月 11 日

アクセス許可情報
の更新

この更新では、AWS Config の以下の 
AWS 管理ポリシーに関する情報を追加
しています。

• AWS_ConfigRole – リソースの設定
の詳細を取得するためのアクセス許可
を AWS Config に付与します。詳細に
ついては、「 設定詳細を取得するた
めの IAM ロールポリシー (p. 8180)」
を参照してください。

• AWSConfigUserAccess – 読み取り
専用アクセス許可を AWS Config ユー
ザーに付与します。詳細については、
「AWS Config への読み取り専用ア
クセス (p. 8094)」を参照してくださ
い。

2015 年 10 月 19 日
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AWS Config デベロッパーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

AWS Config Rules 
のプレビュー

このリリースでは AWS Config Rules の
プレビューを導入しています。ルール
を使用すると、AWS リソースが必要
な設定になっているかどうかを AWS 
Config で評価できます。詳細について
は、「AWS Config ルールでのリソース
の評価 (p. 296)」を参照してください。

2015 年 10 月 7 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、AWS Config で
検出したリソースを検索する機能を
追加しています。詳細については、
「AWS Config で検出されたリソースの
検索 (p. 226)」を参照してください。

2015 年 8 月 27 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、AWS Config で記
録するリソースタイプを選択する機能
を追加しています。詳細については、
「AWS Config で記録するリソースの選
択 (p. 243)」を参照してください。

2015 年 6 月 23 日

新しいコンテンツ
と更新されたコン
テンツ

このリリースでは、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィック (シンガ
ポール)、欧州 (フランクフルト)、南米 
(サンパウロ)、米国西部 (北カリフォル
ニア) のリージョンのサポートが追加
されています。詳細については、[AWS 
リージョン およびエンドポイント] を参
照してください。

2015 年 4 月 6 日

新規ガイド このリリースでは AWS Config を導入し
ています。

2014 年 11 月 12 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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